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◆イノベーションの今日的意義
米国型の資本主義が大きな亀裂を生じ、世界中に影響を与えていることは、連

日報道されている。米国は「モノづくり」重視の方向を修正して「金融王国」に向
けて舵（かじ）を切った。その原因の1つに、日本などとの「モノづくり」の競争
があったことは否めない。米国が今後、どのような資本主義を目指すのかは、現
在のところ不明である。しかし、日本が今までのように、米国の過度な消費を当
てにした輸出依存に乗り過ぎるのは望ましいことではない。

一方、国内の方策として、内需振興が叫ばれている。しかし、ここ数年はとも
かく、長期的に見れば、今までの路線の延長では限界が見えている。最大の要因
は、少子化による人口の減少である。その結果として、家屋の数はもちろんのこ
と、自動車への需要も減少する。家電製品への影響も小さくない。この流れを乗
り越えるにはどうしたらよいであろうか。

第1は、新しい需要を生み出す産業を立ち上げることである。しかし、内需を
すべてハードの製品に期待するとすれば、やはり限界があろう。実は日本人が切
に願っているのは「教育」「医療」「年金」「介護」の水準向上、システムやインフラ
の整備であり、従って第2は、これらの改革に投資することである。加えて「結
婚」「育児」の環境整備である。国もこれらの分野に対して予算を抑える側に立つ
のではなく、世界に誇れる積極的な戦略に転じるべきである。出生率を向上させ
ること、人口増を図ること、をも念頭に置いての戦略であり、そのための環境と
基盤の整備である。内需振興は、長期的かつ総合的な視点に立たなければ、メッ
キと矛盾に終わってしまうのである。

イノベーションの芽はどこから出てくるかわからない。特に研究と人材育成の
多様性が生命である。また、東京一極集中と国全体の画一化は、21世紀型先進
国として大きいリスクを伴うことになる。いま、国内各地域の多様な活性化が求
められている。三大都市圏はともかく、例えば、幾つかの県は、自由になる予算
増を求めるだけではなく、世界的に見て優れた人材を集めることに専心すべきで
ある。シンガポールの人材政策は1つの参考になるであろう。

イノベーション戦略は、21世紀にふさわしい社会、国そして世界をどのよう
につくっていくか、という課題と重なるのである。
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産学官連携の
新たな挑戦
経済危機から地球温暖化、医療・介護の問題まで、わが国は現在、多くの課題を抱えて
いる。日本経済の国際的地位はずるずると後退している。外部の知恵を広く取り入れる
オープンイノベーションの重要性が高まっているのも、課題解決の要請が強いからだろ
う。技術面のブレークスルーに加え、企業、大学、市民、行政が力を合わせ、ほころび
た経済・社会システムを修復し好循環の軌道に乗せる必要がある。今こそ、産学官連携
の新しい形が求められている。

特集

エネルギー密度が低い水素を自動車の
ような限られた空間に搭載するために
はコンパクトな貯蔵方法が求められ
る。東北大学の京谷隆教授らはジャン
グルジム状の構造を持つゼオライト鋳
型炭素（ZTC）を合成し、日産自動車
との共同研究でZTC が高い水素吸蔵
能力を持つことを明らかにした。写真
はZTC の分子構造である。

（31 ページ「ジャングルジム状のナノ
カーボンとその水素吸蔵能」）
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材料研究は10年

「成果を挙げ続ける戦略は何ですか」と聞かれ
るのですが、それほどの戦略があるわけではな
いんです。1つ言えることは、この分野が、そ
れだけ肥沃（ひよく）な土地だということです。
少なくとも僕はそう思っているから、新しいこ
とを見つけようと探していると、無理せずに自
然にいろいろな成果が出てくるんですよ。

セメントの化合物、アモルファス酸化物、鉄
系超伝導体と、一見何の脈絡もないように見え
るかもしれません。でもやってる本人には筋道
はあるんです。すべて、固体酸化物をベースに
した材料で、その構造をうまく見ながら、新し
い機能を探している。すべてはその結果出てき
たことなんです。

材料や物質の研究では、10年ぐらい食らい
つかないと、新しいことには結び付かない。僕
の場合も、ERATOとSORSTの合計10年のプロ
ジェクトで、フレキシブルTFTと30Kの鉄系超

聞き手・本文構成：松尾 義之

　材料科学の分野で、世界中をあっと言わせるホームラン
を次々とスタンドにたたき込んでいるのが細野秀雄・東
京工業大学教授だ。科学技術振興機構（JST）戦略的創造
研究推進事業のプロジェクトリーダーを務め（ERATO：
1999ー2004、発展研究SORST：2004ー2009）、常
識を覆す大成果を挙げた。
　細野教授の研究テーマは透明な酸化物。かつては絶縁
体、つまり電気を通さない物質というのが一般的だった。
ところが細野教授は、教科書に「絶縁体の代表」と記載さ
れていた酸化物でも優れた導電性材料ができることを実
証し、科学技術の“新大陸”を発見・開拓してきた。
　1本目のホームランは、PETボトルでおなじみのPET
の上に、IGZOという酸化物（アモルファス酸化物）で、透
明の高性能薄膜トランジスタ（TFT）を作り上げたこと。
曲げても機能するTFTで、2004年の成果だ。透明TFT
と言えば液晶ディスプレーに使われているのが有名。現在
はアモルファスシリコンによるTFTが最も多いが、これ
に置き換わる新材料の登場だ。
　2本目は、セメントの酸化物（12CaO・7Al2O3）。何の
こともない普通の材料だが、この物質構造の特殊性（ナノ
ポーラス）を解明し、それを操作することで、半導体（2002
年）、金属（2007年）、超伝導（2007年）に変身すること
を実証した。
　3本目のホームランは、2008年2月に発見した鉄系超
伝導の発見だ。86年の高温超伝導以来、初めての新系統
の物質で、狂騒曲の再現が始まっている。
　10年前には想像もつかなかった新しい世界をいかに切
り開いてきたのか、細野教授にお聞きした（松尾義之）。

材料科学の“新大陸”を発見
研究にオール・オア・ナッシングはあり得ない

インタビュー　細野秀雄・東京工業大学教授
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伝導は、後期に入ってから出たのです。「継続して頑張る」ことが重要です
ね。そういう意味では、材料科学は、長期にわたる支援が生きる分野です。
一遍に10億円もらうより、1年に1億円ずつ10年もらう方がはるかに成
果が挙がります。

鉄系超伝導を発見して、あらためて「最初にゴールを切るのは気楽だ
なぁ」と感じます。転移温度が上がったり、ほかから次々と成果がもたら
されますが、結局、ルーツは僕らにあるからです。1番だから焦る必要が
ない。開拓者の特権ですね、当たったときは。

ガラス屋の来るところじゃない

高い電子移動度をもつアモルファス酸化物半導体の物質設計というコン
セプトは、1995年のアモルファス半導体国際会議で初めて発表しました
が、「ガラス屋の来るところじゃない」と嫌み（？）を言われました。そもそ
も当時は、アモルファスの酸化物でまともな半導体ができるなんて信じら
れていませんでしたから。

アモルファス半導体の話を耳にしたのは東京都立大学の学生のときで、
現在JST研究開発戦略センター上席フェロー（当時は電子技術総合研究所）
の田中一宣さんの情熱にあふれた講演を聞いたのです。いずれ取り組んで
みたいと思い続け、1993年に名古屋工大から東工大に移ったとき研究テー
マに上げました。アモルファス半導体の会議で発表したのは、そういう因
縁があったのです。

表　細野教授の主な業績

http://sangakukan.jp/journal/
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この会議は2000年ぐらいから風向き
が変わり、アモルファスシリコンに代わ
る新しい半導体が必要で、有力なのは
有機物質だと言われている中で、僕らが
2003年に酸化物で高性能なTFTを作って
見せたわけです。大きく注目されたのは、
2004年にフレキシブルなTFTを作ったと
きです。1995年の発表を覚えていた人が
それなりにいて、10年前の仕事が出発点
であることがよく理解されました。

そしたら、産業界が飛び付き、一気に
酸化物の方に傾いてきました。これは想
定外でした。2005年の国際会議に分科会
ができ、いきなりプレナリー講演をする
ことになったのです。

そして2007年の会議では、ついにア
モルファス酸化物の発表件数が、アモル
ファスシリコンを抜いちゃったんですよ。
ガラス屋の来るところじゃなかった国際
会議が、です。2009年の会議でもプレナ
リー講演を依頼されていますが「あいつが
15年前にこの分野の発端を作ったんだか
ら」ということだと思います。

世 界 最 大 の デ ィ ス プ レ ー 学 会（The 
Society for Information Display）が、特別
功績賞を出してくれました。アモルファ
ス酸化物で高性能なTFTを作り、ディス
プレーへの応用に貢献したことが理由。
うれしいのは、ディスプレーの専門家で

もなく、ただ新しい酸化物のアモルファス半導体を作りたいと思って始め
た仕事が実を結んだことですね。

この仕事は、実は別の見方ができるんです。半導体の基本はシリコンで
す。アモルファスシリコンは、シリコンという名前があったから注目され
た。そして「アモルファスシリコンで成立している理屈は、すべてのアモ
ルファス半導体に成立する」とみんなが勘違いし、酸化物なんてゲテモノ
が使えるわけがないと思ったんです。しかし、酸化物ではアモルファスで
も大きな電子移動度が見られるのには、きちんとした理屈があるのです。

アモルファス半導体一般の中で、共有結合性の半導体は、半分なのです。
日本全体を見たとき、結晶シリコンは東京で、銀座通りもあるし地図もよ
くできているけど、非常に狭い領域にすぎません。名古屋には名古屋の、
九州には九州の良さがある。僕らはそういう広い視点で仕事をしてきたか
ら、新世界を開くことにつながったのでしょう。物質を広く眺めるのは大

http://sangakukan.jp/journal/
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事だと思います。

オリジナリティーの系譜から

1993年に東工大にくるまでは、名工大にいました。ガラスのエキスパー
トである阿部良弘先生（研究室のボス）は、オリジナリティーの高い人です。
あんなにオリジナリティーのある先生、そうはいません。学生時代の恩師
でした都立大（後に東工大）の川副博司先生もまた、すさまじくオリジナリ
ティーのある人でした。共に、ある意味で、研究の実績だけで生きてきた
方です。逆に言うと、オリジナルな研究をやらなかったら、競争にならな
いわけですね。彼らの基準ははっきりしていて、日本の中の評価なんかど
うでもいいから、世界が認める研究をすること。そういう点では、両先生
とも非常に厳しい方でした。

世界が認めて、明らかにその人がいなかったらできない仕事がオリジナ
リティー。研究とは、人と違ったことをやる孤独な仕事なんだと肌
身に感じました。

ERATOのプロジェクトリーダーに推薦された経緯は正確には知り
ません。ERATO担当のJST職員が、いろいろな人に聞き取りをして
候補に挙げてくれたのだと思います。取り上げられた業績は、たぶ
ん、ガラスの点欠陥の研究とアモルファスの酸化物半導体でしょう。
この段階で、よく推薦してくれたと思います。そういう意味では、
僕にとっては本当に偶然に近いのです。でも結果として、JSTには

「目利き」の職員がおられたということですね。ERATOに拾ってもら
わなかったら、短期間でここまでの成果は得られなかったでしょう。

ERATOのリーダーはやっぱり厳しいです。人のまねなんかしたら、
すぐばれてしまう。「あんなに金もらって、ろくな仕事やってない」と
研究者の評価は厳しいです。成功したか失敗したか、自然にわかっ
てしまう「針のむしろ」です。

セメント材料のヒントは学生実験だった

ERATOの研究構想を出すとき、自分のやってきた仕事を振り返り
ました。そして、自分のやってきた中から、小さくてもいいから、
今なお不思議で、どうしてもやりたいテーマを選ぼうと考えました。
その1つがセメントの化合物だったのです。

セメントの材料は、何か出てきそうな気がして仕方なかったんで
すよ。このテーマは僕にとって歴史が古く、1986年にそのガラスが
感光する現象を見つけて、ドイツの第1回オットー・ショット研究賞
を頂いています。何も加えていないセメントのガラスに紫外光を当
てるだけで感光する、という非常に不思議な現象で、そのメカニズ
ムを解明したのです。

きっかけは、名工大で石灰とアルミナを混ぜてセメントを作る学

http://sangakukan.jp/journal/
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生実験を見ていた時でした。早く済ませるために、いったん溶かすんです
が、それを流し出すと、赤い色になって、冷めても黄色い。「あれっ」と思
いました。石灰とアルミナで色がつくはずがないからです。

何か、面白い現象があるに違いないと直観しました。そこで高純度の試
薬をもらって作ってみても、同じことが起こる。こうして作った感光性ガ
ラスは、光を当てると褐色に着色し、光を切っても消えない。ところが、
ガラスを溶かす条件を還元性雰囲気にすると、光が当たったときだけ青く
なって、その後消えるガラスができた。成分がまったく同じなのに、溶か
す条件を酸化性の雰囲気と還元性の雰囲気に変えるだけで、2つのフォト
クロミック・ガラスができてしまったんです。

セメントに電気が流れた！

ERATOを始めるときに、何であんなことが起きたのか、不思議だと思い
返しました。もしかしたら、結晶に秘密があるのかもしれない。そこで、
粉末、薄膜、単結晶の全部をそろえて、材料研究の理想型として研究して
みようと始めました。それがうまくいった。単結晶がなかったら、わから
なかった。

まず当時のガラスを再現するため、酸素のある雰囲気で作ってみた。言
われた学生はまじめだから、ボンベからきちんと酸素を流して作った。そ
したら、名工大の時とは全然違うものができてしまったのです。分子構造
の籠の中に入っていたのは、O－（オー・マイナス）といって、こんなにす
ごいの見たことない、というぐらい強い酸化力のイオンでした。この発見
は偶然です。

次に、今、東工大の別の部門の准教授をしている林克郎君（当時は博士
研究員）に「これを還元して」と頼んだ。彼は水素を流したのですが、でき
たもののエックス線回折の測定をした後の試料には、エックス線が当たっ
た位置が着色していたんですよ。「これ、先生が昔見つけたやつですよね」
と持ってきた。「いや、色が違う」。昔は黄色だったのに今度は緑だったの
です。

結晶で緑になるはずがないので、もう1回やってもらいましたが、間違
いない。そして光吸収をはかってみたら、可視域は通るのですが、赤外域
が通らないんです。赤外域が通らない（自由電子による吸収）と電気が流れ
る現象があるので、あるいは……。実験してみたら、やっぱり電気が流れ
ていたんです。

あんなにびっくりしたこと、いままでないなあ。セメントに本当に電気
が流れちゃったのです。キツネに化かされているんじゃないかと、まず林
君が僕のほっぺたをつねる。僕もつねったんですよ。

この仕事はNatureに出たけれど、その発表がされる前に、新聞社の人が
北澤宏一先生（現在、科学技術振興機構理事長）のところにコメントをいた
だきに行ったんです。北澤先生はMITでアルミナの研究で学位を取った専
門家で、アルミナがどのぐらい電気を流さないか1番よく知っている。第
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一声は「ガセネタじゃないの」。かくかくしかじか、
こういう理由らしいと説明を聞いたら「それならあり
うるかな」。この反応は1番うれしかった。アルミナ
を1番知っている人が「もしかしたら」と思ってくれ
たからです。

その後この物質は、金属になって、超伝導になり
ました。でも、超伝導になった時よりは、電気が流
れた時の方がうれしかった。学生実験だって、よく
目を凝らしてみると、ネタがたくさんあるんですよ。

材料科学の条件は、社会に役立つこと

よく「挑戦的なテーマはオール・オア・ナッシング」と言う人がいますが、
それを聞くと「ああ、この人は本当の研究をやっていないな」って思います。
そんな研究などあり得ないからです。一生懸命やっていると、必ず新しい
考え方やヒントが出てくる。物質は多面的だから、ある面で切ったら見え
ないかもしれないけど、別の視点で切れば、必ず新しい顔を見せてくれる
んですよ。

材料科学を縛るのは、世の中のために役に立つ、それを目指すことだけ
です。すぐに役立たなくても構わないけれども、いずれ必ず社会の役に立
つことをする、それを目指すのが材料科学の最低条件なんですね。

あまり伝えられないが、日本の科学技術の本当の強さは「本物の研究」が
きちんと存続・支援されているところにある。正式な組織があるわけでは
ないが、きちんとわかっている人々がいて「あの人の仕事はいい」と評価し
ている（としか考えられない）。当の研究者を含む彼らを、私は「豊かな地
下水脈」と呼んできた。細野先生もまたその1人、ピカピカの一級品とし
か言いようがない。
1986年の超伝導騒動の折、後にノーベル賞を受賞するミュラー博士にロ
ンドンで失礼な質問したことがある。「あなたが発見の根拠としたヤン・テ
ラー・ポーラロンを信じている科学者は皆無のようだが……」。博士は壇
上から私の席までやって来て、持論をまくし立てた。こっちも「なら、ど
ういう実験で証明するのか」と反論すると、最後は「I will do」だった。クリ
スマス講演会で有名な講堂での出来事である。卓越した科学者に共通する
のは、深い知識と合理性に基づきつつ「極端にバイアスをかけた論理」を展
開することだ。細野先生にこの話をしたら、「それが “信念” なんです」と切
り返された。「ただ、女房に言わせると “僕の勝手な思い込み” になる」。一
級の科学者は話術も1つ抜けている。

インタビューを終えて
聞き手・本文構成：松尾　義之
株式会社白日社　編集長／
東京電力科学誌「イリューム」編集長
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インタビュー　元 株式会社アルバック社長　林 主税氏

修練を積んだ人がイノベーションを起こす

●アルバック創立に参加
林主税（はやし・ちから）氏。86歳。真空総合メーカー、株式会社アルバック（神奈川県茅ヶ崎市、東証第1部）の元社長（社

長在任は1971～1986年）である。
大正11（1922）年、東京生まれ。父親が台湾の中学教師になったのに伴い小学校、中学校、高等学校は台湾で卒業。昭和

17（1942）年東京大学理学部入学。同19（1944）年9月、繰り上げ卒業し、愛知県の豊川海軍工廠（とよかわかいぐんこう
しょう）に海軍士官として送り込まれた。大勢の若い工員の管理に加え、空襲を受けたときの機銃砲台長という役目。空襲に
よって豊川海軍工廠だけで約3,000人が亡くなった。

戦後、大手光学メーカーに就職したが、1日で辞めた。「夕食後、同じ寮の社員が愚痴や雑談ばかりで、こんな連中と一生付
き合っていくのでは生き残った意味がない。死んだ仲間に申し訳ない」。そして、東京大学で研究生活を送っていたとき「日本
真空技術（アルバックの旧社名）という会社をつくるから来ないか」と誘われて参加。

アルバックの創立は1952年8月。当時の本社は東京都港区にあった。「日本に真空技術を根付かせ、産業に貢献しよう」と
いう若き創始者の志に松下幸之助（当時、松下電器産業会長）ら6人の著名な財界人の出資（ポケットマネー）を得ての船出だっ
た。社長は石川芳次郎で、役員には松下幸之助のほか、弘世現（日本生命社長）、山本為三郎（朝日麦酒社長）、大沢善夫（大沢
商会社長）、藤山愛一郎（日本商工会議所会頭）らが名を連ねた。最初の事業は、米国の真空メーカーからの輸入販売が中心だっ
た。

1955年、同社は大森工場（東京都大田区）を開設し、真空機器の国産化の第1歩を踏み出した。ここからわが国で唯一の真
空技術を活用した総合機器メーカーとしての地歩を固めていった。後に、同社は、先端技術を利用したベンチャー企業1号と
も言われる。大企業になった現在も、ベンチャー精神を残している *1。
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新産業育成とおっしゃったら、私の感覚では20年ぐらいかかるのが当た
り前じゃないかな。何でもそうかもしれませんけれども、リーダーシップ
を取る人間の資質とか能力が問題なんですから。大学の先生なり何なりが
ベンチャーを始めても、はじめからそんな能力が備わっているはずない。

アルバックという会社はベンチャーの最初だと言われています。そのこ
ろベンチャーなんて言葉はありませんでしたけれども。振り返ってみて、
そのころの僕って何ができたんだろう。基礎的な技術力はありました。基
礎知識は十分ありました。米国に行っても、それは十分通じました。だけ
れども、それ以外に何があったのか。お客さんから罵倒（ばとう）されなが
ら、しかしやらなきゃいかんと思ってやっていたので、そのうちにだんだ
ん身に付いていった。会社の取締役のお1人の松下幸之助さんは言ってい
ましたよ。そういう人間、企業人としての能力はお客さんから与えられる
ものだ、お客さんに一生懸命ぶつかっていかなければ育たないと。

クリエイティビティーとイノベーションは違います。クリエイティビ
ティーというのは誰にでもあるんでしょうけれども、イノベーションはそ
ういうわけにはいかない。社会的な修練が必要です。イノベーションとい
うのは文化なり何なりの集合体の上に乗っかってできること。やる人々の
修練だけでなく、それを組織する人がそれなりの考え方と実行力を持って
ないとできないですね。発明発見を育てるだけでなく、社会現象をつくり
出す *2。

2年前、京都で開かれた「科学技術と人類の未来に関する国際フォーラム
（STSフォーラム）」のために来日したマサチューセッツ工科大学（MIT）学
長のスーザン・ホックフィールドさんと食事をした折、このこと
をお話したら、ホックフィールドさんは「全くそうだ。社会的な
ディシプリンを積んだ人が何人も集まってだんだんイノベーショ
ンが起こるものだ」と言いましたね。

例えばMITでは、今はどうか知りませんけれども、企業など外
へ出てそれなりの働きをして戻ってこないとプロフェッサーにな
れませんでしたよね。それは日本のシステムにはないでしょう *3。

松下幸之助さんからは勇気というものを教わりましたね。経営
上の勇気。例を言いますと、松下さんが役員会に出てきた、会社
ができたてのころ。まだ収支は赤字ですよ。技術の責任者の僕
に「どうや」とか言われるんですよ。僕は「一生懸命やっているん
ですけれども、お客さんの方が最初に決めた仕様をどんどん変え

経営上の勇気

*1：・（ 参 考 文 献 ）田 原 総 一
朗．独創の狩人−先端技術の
“最先端” に挑戦する！．旺文社，
1984，p.91 − 110．
・株式会社アルバックのホーム
ページを参照。

*2：企業的にいうと、販売・サー
ビス網の構築に最大のエネル
ギーと資金がいる。それが自己
増殖（セルフアセンブリ）すると
ころまでいくとイノベーション。

（林）

*3：このところは階層性、縦
割り性の強い文化の破壊、自由
とオープンの文化（西欧ルネッ
サンス）への回帰ということで
しょう。（林）

イノベーション

与えられる能力

聞き手・本文構成：
登坂　和洋

（本誌編集長）

林　主税
（はやし・ちから）
元 株式会社アルバック社長
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ちゃうんですよ。注文を受けた後、ここをこう変えてくれんかと
言って。それはそれでいいんだけれども、やり直した分の代金は
もらえないので、コストがこうなっちゃうんですよ」という話を
したら、幸之助さんいわく、「それは初めからその分見積もりに入
れておけばいいんや」と。「それで売れなんだら、あんたらのとこ
ろの商品は社会的に価値がないんやからやめたらええ、会社をや
めたらええがな」と。そうかと、そういうものかと。

1974年にアルバックの米国法人をつくりました。それを任せ
た米国人が、IBMとの道をつけたんです。「IBMに豪傑がいるの
で一遍話を」と言うので会った。自分の家に呼んでくれた。彼は

「IBMではクライアントを呼んじゃいけないことになっているが、
おれは招くぞ」と。

訪問し裏庭の草原で話しているうちに、IBMは真空度 *4 をはか
るためにアトミック・アブソープション・スペクトルメーターと
いう真空計を開発したから、それをおまえ買わないか、ときた。
僕はその場で買うと言いました。どうせそんなものは安いので。
今考えてみると、彼が買ってほしかったのだとは思わない。彼は
決断力を見たんです。どれだけ決断が速いかというのを見た。そ
こで、即座に買うと言ったものだから、彼は喜んじゃって、奥さ
んはそっちのけで、彼は自分でステーキを焼くなどもてなしてく
れた。それからさまざまな話をし、ぶどう酒1ガロンを3人で飲
んでしまった。夜中の12時半ぐらいになったら、彼はぐうぐう、
いびきをかいて寝ちゃった。翌朝8時にはIBMのオフィスで、“初
対面”のあいさつをしたのです。

その豪傑のおかげで、IBMに物が売れて、その売れた話が伝
わって、アルバックというのはいい会社であるというので、ディ
スクも、セラミックのベースクレートをつくる設備などもたくさ
ん売れました。もっとも、最初にその豪傑の働いていたIBMに
買っていただいたシリコンウエハー表面処理装置には、多分アル
バックだけにしか無かった、とても重要な2つの特徴があった。
それはコンピューターによる全自動制御と主要全部品のMTBF（平均故障間
隔）、MTTR（平均修復時間）データがついていたことです。競争相手は考え
てもいなかったようでした *5。

業種にもよるんでしょうけれども、僕は、要するに芸は身を助くだよと
言っている。だって僕の知識は科学技術ぐらいのところで、技術経済の方
はなかったわけですよ。最初に商談がまとまった、ソ連（当時）のサマーリ
ン（ソ連の科学技術担当最高責任者）は僕の「科学」の部分を買ってくれた。

*4：正確には、真空プラズマの
質を知るため。（林）

*5：コンピュータによるデータ
プロセスは、どこでもやってい
た（1973 年）。複雑な装置シス
テムの制御は全く次元の異なる
ことです。（林）

2つの特徴

芸は身を助く
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私は、研究開発についてのポリシーを文章にして世間にも発表しました。
第1に基礎研究の課題は企業としてはやらない。大学に持っていく、お金
出しますのでやってくださいと。ところが結構難しいですね。というのは、
大学の研究者というのは、自分で考えたことでないとやる気を出してくれ
ないんですよ。企業の研究者も似たようなところがあるけれども、もう
ちょっと緩いですよね。やらないかんぞ、これはお客さんのための技術開
発だと言うと、はいと言ってやりますよ。

2番目の基礎技術というのは、自分のところだけで使う技術というのは
ないから、政府からお金をもらっていいんだ。その成果は世間に広く波及
します。どの企業に使っていただいても結構だ。

3番目が設計の技術、これはよそから勉強をしてこなきゃいけないこと
と、自分たちの技術を磨くものの2種類があるが、ここは企業が前進する
ための生命線ですね。イノベーションにかかってくるんです。これは自分
のお金でやる、自分たちの利益のためにやるんだから。

商品化というのが4番目にあるんですよ。これは自分たちだけではでき
ない。自分たちももちろん参加するけれども、お客さんの側からこういう

研究開発

*6：（参考文献）藤川昇．日本
の技術移転 50 年−独立行政法
人 科学技術振興機構を中心と
して−．産学官連携ジャーナル．
Vol.4，No.11，2008，p.21-29．

*7：（参考文献）田原総一朗．独
創の狩人−先端技術の “最先端”
に挑戦する！．旺文社，1984，
p.91 − 110．

*8：科学技術振興機構　戦略的
創造研究推進事業「ERATO」の
ホームページを参照。

●産学官の超微粒子プロジェクトのリーダー
林氏の名を経済界、産業技術の世界で高めたのは、昭和56（1981）年、新技術開発事業

団（科学技術振興機構＝JST＝の前身）が始めた創造科学技術推進事業（JSTの戦略的創造
研究推進事業ERATO型研究に発展する元の事業）「超微粒子プロジェクト」の総括責任者を
務めたことである。同プロジェクトの期間は1981年10月から5年間だった。

創造科学技術推進事業は、わが国が自らの進路を切り開くためには創造的な研究、特に
基礎的な充実が不可欠であるとして始めた新しい研究システム。第1期にはナノテクノロ
ジーの先駆けとなった「林超微粒子プロジェクト」のほか、アモルファス金属の先駆者であ
る増本健氏の「特殊構造物質」、分子設計の緒方直哉氏の「ファインポリマー」、化合物半導
体時代を開いた西澤潤一氏の「完全結晶」プロジェクトがあった *6。プロジェクトリーダー
のうち林氏だけが企業人である。

林超微粒子プロジェクトは物質的な世界を超微粒子的な大きさだけで輪切りにして研究
対象にする、画期的で野心的な試みだった。ここでいう超微粒子は20～数百オングスト
ローム（1オングストロームは1,000万分の1ミリ）の範囲で、当時、この部分のサイエン
スが抜けていた *7。

同プロジェクトは大きな研究成果を生んだ。理想的な状態で組成・粒径の制御された超
微粒子の生成機構を解明するとともに、その生成法を検討。さらに超微粒子の特異性を生
かし、記録媒体、高性能触媒などへの応用のほか、有機物および無機物と超微粒子の生化
学的反応を用いた新たな領域での応用の可能性を見いだした *8。超微粒子プロジェクトが
終わったのは1986年、それから応用を目指す開発が本格的になって「オングストローム」
という単位の代わりに「ナノメーター（1ナノメーターは10オングストローム）」が使われ
るようになった。「超微粒子プロジェクト」など創造科学技術推進事業はサイエンスからテ
クノロジーへ比重が移る橋かけのプロジェクトであった。

IBMは技術のMTBF、MTTRの部分と多分決断の速さということになるで
しょうね。だから芸は身を助くだぜと教育している。でもそれは、いろい
ろやってみなきゃ身に付かないよ。
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ものをつくらなきゃ、こういう応用なんだよということを言ってもらわな
ければ *9。

私が社長のときのある年、不況のときですか、割と素質のいい新入社員
が入ってきたんです。その7人か8人にいきなり機械ポンプ、ロータリー
ポンプを見せて、「このポンプの回転音は高く、69ホンぐらいある。これ
を64ホンまで下げるように」という課題を与えた。製品のポンプは何個つ
ぶしても構わない。3カ月以内にみんなで協力してやれと。こういうのは、
要するに選ばれた人を育てる教育だと僕は思うんですね。自然にリーダー
が決まるんですよ。こっちは何も指示しない。一生懸命やりましたよ。た
しか65ホンぐらいまでいきましたね。64まではいかなかったけれども、
それはそれでいいんですよ。

人事担当重役なんかが言うオン・ザ・ジョブ・トレーニングというのは、
このものをつくるにはインストラクションはこうだ。さあ、やってみろと。
おまえ、そこ間違っているからこうしろ、これでしょう。それはそれなり
の人をつくることにはなりますけれども、今のような時代に企業が必要と
する、ここがどうしても大事なんだという人間はまた別に育てなければな
らないんですよね *10。

研究は人を育てる。企業によって違うが、アルバックは真空技術と名の
付いたもので、将来必要になると思われるものは、目前の商売になろうが
なるまいがやるという姿勢です。技術というのは特許など形になったりな
らなかったりしますけれども、結局、技術は人に付くんです。要は人です
よね。人が財産。

芸は身を助くと言いましたけれども、僕は学生のころまでは物理学をや
りたかったわけですね。だから、その郷愁とは言わないけれども、それが
残っちゃっているんですよね。専務になろうと社長になろうと、日曜日は
物理のことばかり考えて、それでストレスの解消になった。何であなたは
今まで生きているのと言われたら、僕はストレスがなかったんだと・・・。

ストレス解消

技術は人に付く

*10：企業経営は音楽に例えれ
ば、協奏曲の演奏会の連続です。
ソリスト（独演者）スーパース
ターとオーケストラ（毎回同じ
顔ぶれの多数の協奏者）が必要
です。
　聴衆はソリストと指揮者に注
目（?!）して切符を買い、それぞ
れの価値満足を得る場合がほと
んどです。
　それに良心と信念を持ってサ
ポートする人 （々演出者たち）が
加わるとイノベーションに進む
場合もある。企業の株主はその
ようなサポーターであったはず
なのですが!!
　利益がすべての様相になると
戦争が起こり、自滅するのかも
知れません。（林）

新入社員に課題

*9：あるとき尊敬していた産業
人から、あなたのところはすき
間産業だよね。と言われました。
　彼が言ったすき間とはどんな
内容のものかわかりませんでし
たが、私は産学のすき間と受け
取って、農業と同様、自然法則
と工作とのすき間でもあると考
えました。
　これ楽観主義です。彼の言っ
たすき間は巨大企業のすき間、
あるいは金権資本主義と産業資
本主義のすき間かもしれません。

（林）
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◆25分の1
前田　経済が大変な状況になってますけれど、日本が受けてる影響は欧米

に比べて大きいと言われています。
堀場　日本は外へ向かって商売をして、そのお金で必要な原材料を買うと

いう循環になっているから、その循環経路のどこかが故障するとたちま
ちこたえますよね。動脈系が梗塞（こうそく）を起こしましたからね。
前田　自動車、エレクトロニクス製品の輸出の落ち込みが大きいですね。

自動車は国内でも構造的な問題を抱えているようです。人口減少や若い
人の車離れで数年前から販売台数は前年割れが続いています。こういう
ときに、新しい産業が必要です。1990 年くらいから企業誘致型の産業
振興というより、地域と大学が連携してベンチャーを起こそう、新しい
産業を創出しようということでいろいろ政策が組まれてきたと思うんで
す。国が音頭をとってベンチャーも1,800 幾つまでいきました。もちろ
ん成果はゼロじゃなかったですけれど、どうみたらいいんでしょうか。
堀場　事業としての視点からみれば厳しいでしょうねぇ。ベンチャー企業

が事業をして、その商品とかサービスがマーケットで受け入れられる。

インタビュー　株式会社堀場製作所最高顧問　堀場雅夫氏

地域の特徴を生かした新産業を

聞き手：
前田　裕子

（東京医科歯科大学　知的財産本部
技術移転センター長、特任准教授）

堀場　雅夫
（ほりば・まさお）
株式会社堀場製作所　最高顧問

http://sangakukan.jp/journal/
17 産学官連携ジャーナル  Vol.5  No.6  2009

http://sangakukan.jp/journal/


特集　産学官連携の新たな挑戦

ユーザーが対価を払って、企業はその対価よりも安く供給できたらその
差が利益になる。利益の半分は法人税として国に還元する。その還元し
た金額が国が投資した金額を上回ったとき初めてその投資は有効なんで
すよね。もちろん雇用も動いてくる。
前田　バイオのベンチャーは製品になるまでに10 年ぐらいかかります。
堀場　実際にビジネスになるまでは時間がかかります。しかし、単に時間

をかければ良いということではありません。例えば治験 100 例で90％
成功した場合、あと200 例するのにもう3 年かかりますと言うんだった
ら、我慢もできるが。100 例やりました、2 例だけ成功して98 例は失敗
しました。これは3 年待ったって厳しい。
前田　企業としてみると、大学発ベンチャーの多くは優遇されています。

大学のインキュベーション施設に安い賃料で入り、大学の教職員が兼業
でかかわっているので人件費もその分少なくて済む。でも本来、企業経
営は厳しいものですよね。
堀場　ベンチャーを支援するインキュベーション・マネージャーとかコー

ディネーターとかアドバイザーとかいろいろな名前の職種があって、
JANBO（日本新事業支援機関協議会）などの機関が養成している。企業経
営には技術もわかり、マーケットもわかり、さらに会社経営というもの
もある程度わかる人がいる必要がある。ベンチャーを興すのに対してそ
れだけのアドバイザーがいないとできない。しかし、もっと本質的な問
題があるんです。日本にはベンチャーをやる人そのものが極端にいえば
ほとんどいないんですよ。日本人には致命的なことがあるんです。人間
というのは、これ面白いって感激するでしょう。感激をすると神経伝達
物質のアドレナリンとかドーパミンとかがドバッと出ます。しかし、感
激だけしても行動につながりません。その神経伝達物質を受ける受容体
というのがあるんですが、アングロサクソン（白人）はその受容体がおよ
そ50％の人にあるんですよ。それに比べて日本人は2％しかない。
前田　そんなにもともとないんですか。
堀場　25 分の1 なんです。
前田　じゃ、感動しない……。
堀場　感動はするんです。同じようにドーパミンとかアドレナリンとかセ

ロトニン自体は、アングロサクソンとそう変わらず出るんですが、受け
止め方の問題なのです。要するにピッチャーはボールをどんどん投げる
んですが、問題はそれを受けるキャッチャー側なのです。アングロサク
ソンは暴投にも飛び上がってでもそのボール受けるわけですよ。それに
対して日本人というのはストライクゾーンにミットを構えて、ただミッ
トに来たときだけ受けるんです。
前田　ちゃんと取れればいいですけど、それで捻挫（ねんざ）なんかした

ら、飛び上がったからじゃないかって。くじいちゃったことの方を怒
られて、飛び上がったことの褒めはないじゃないですか。
堀場　しかし救いの手はある。高等動物ほど遺伝ではなく、育った環境、

教育などの影響の割合が大きいんです。後天的な状況によってネガティ
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　ブにもポジティブにも変わる。そやか
ら人間社会成り立ってるんですよ。
前田　変わるからこそ努力する気にな

るんですよね。そういう日本で、ベン
チャーを育てようということですね。
堀場　2 つの方法があって、1 つはスト

ライクゾーンのボールしか受けない人
を、教育によって飛び上がらんでもせ
めて手の動く範囲くらいのボールを受
けるというようにできますわな。
前田　でも、うんと小さいうちからそう

いうふうにしないと駄目ですね。
堀場　もちろん小学校、幼稚園くらいか

らする必要があります。もう1 つは、
もともと飛び上がって受ける人が2％

　もいるととらえることです。
前田　そういう人がいないわけじゃないんですからね。
堀場　1 億おったとしたら、2％いうたら200 万人もいるということです。
前田　結構いるんですね。
堀場　20 歳から50 歳までの働き盛りが全人口の半分としたって、100 万

の人が飛び上がってもボールを受けるんですよ。
前田　どうして堀場さんとか京セラの稲盛さんみたいな人がここ10 年、

20 年出てこないんでしょうね。
堀場　あのころは飛び上がらないと飯食えなかった時代やからねぇ。
前田　飽食の時代になっちゃったから。

◆ワンストップサービス
前田　今度できた全国イノベーション推進機関ネットワークはどうですか。
堀場　10 年前にJANBO が何でできたかというと、当時の通商産業省のい

ろんな局のいろんな係それぞれがベンチャービジネス支援、中小企業支
援をしていて、私のように、ベンチャー支援の活動に深く関与している
者でさえ、どこで何が起こってるのか、わかりにくい状況でした。誰も
がどこに相談して申請したらよいかがわかりやすいワンストップサービ
スをつくりなさいと言い続けてきました。それでスタート切ったのが
JANBO なんです。各都道府県と、当時の11 政令都市にワンストップサー
ビスをつくったんです。そこに来れば、通産省の事業だけでなく、他省
庁の事業、産学連携の大学の先生のデータベースとか、技術のデータも
大体クリアできるような拠点をつくったんですよ。最初はものすごい意
気込みでお金も出てたんだけど、最近になって活動に倦怠（けんたい）感
が出てきて形骸（けいがい）化の方向にありました。それで、今度つくっ
たのがこれなんですよ。経済産業省と文部科学省はもちろん全部ネット
ワークを組んでやることになったのです。
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前田　カバー範囲の広い組織ですね。
堀場　各省にしても、産総研（産業技術総合研究所）、JST（科学技術振興機

構）、JETRO（日本貿易振興機構）などにしても、個々には現状に対して
危機感持ってはいるのです。だから、こういうネットワークを組んでや
ることになったんです。
前田　このメンバーを見るとTLO（技術移転機関）とかも入ってますから、

大学とか、地域に根付いたベンチャーの支援がこういうところで行われ
るのかなとか思ったんですけど。
堀場　本当の意味の産官学公の連携によるとこのニュービジネスとか、あ

るいは中小企業の第 2 の創業といいますかね、新しい事業化する。
前田　全部束ねたんですね。
堀場　他の省まで入ってもらって、省庁ごとの縦割りでなく横断的な動き

を活発にしてスピードアップをはかりたいのです。
前田　確かに医療機器なんかを実際に動かそうと思ったときに、医療特許

の方だって動かなければいけないし、治験がなかなか早く進まないから、
ベンチャーが沈んだまま上がってこれない理由の1 つになってますもん
ね。
堀場　絶対あります。

◆脱米国モデル
前田　日本のビジネスインキュベーション、ベンチャー政策も基本的に米

国のモデルですよね。
堀場　JANBO やったときにワンストップサービスつくるために北海道から

沖縄まで日本全国を回りました。しかし、熱心なところほどそろって「う
ちはシリコンバレーをつくる」と意気込むんです。本家の米国でも1 カ
所しかシリコンバレーはないのに、ですよ。この地場として持ってるナ
レッジというものを産業に変えるように、地場の大学とか地場の企業と
かが連携して、そこで新しいビジネスを興して、第 2 の創業も
いいし、そういうふうにしてやりなさいって説いて回ったわけ
です。京都はその点うまくいってるのは、伝統産業のベーシッ
クな技術を全部近代産業のマーケットに持ち込むために京都大
学とかを中心に産学連携を各分野で活発に実行してきたわけで
すよ。セラミックなんて原点は京都の焼き物。原料の不純物を
除去して人工的につくったものが、清水焼から電子用化学用セ
ラミックになるわけです。それから捺染。だんだん線幅が狭く
なって写真製版になり、さらにマイクロメートルと超微細にな
るとIC になる。全く同じ技術なんですよ。それから分析機械な
んていうのは、薄い金属を表面処理したり曲げたり立体化した
りする世界トップレベルの仏壇の製造技術が生きているんです
よ。どれも昔から培われてきた京都にある技術の応用なのです。
そういうベースのテクノロジーがもともと京都にあるからわれ
われは強くなったんです。われわれはヘリコプターで8 合目ぐら
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いまで一気に上がって、そこからの戦うわけですから楽です。ベースの
技術もなく零合目からリュックサック背負ってたら、みんな3 合目くら
いで倒れているかもしれません（笑）。
前田　全国画一じゃなくて、各地域の地元のいろんなものを活用したもの

が、だいぶ出てきましたね。
堀場　JANBO の1 番大きい功績と思っています。要するにローカルの特徴

を生かした産業を興すことです。
前田　山を築こうとしても、もともとその地域に特異な山が低かろうが何

だろうが絶対あるはずですもんね。その山使わなきゃ駄目ですね。
堀場　そうなんです。日本は先に組織と計画があって、そこへ後から人を

張り付けるんですが、それでは駄目です。劇でもそうでしょう。この俳
優がいるからこの劇をしようというのと、この劇のために最適の俳優選
ぶというのとは全く違います。何も難しいことをする必要はないのです。
持っている技術を生かせば成功する確率が高いですよ、と説いているの
です。
前田　そうですね。どうもありがとうございました。

（本文構成：本誌編集部）
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◆不可欠な研究開発手段となったオープン・イノベーション
1つの製品・部品を完成させるのに必要な技術が多様化・高度化し、そ

れゆえに、多大な費用も時間もかかるようになった。しかし、その分時間
をかけて開発することが許されているかというと、むしろその逆だ。また、
複雑な分利益が取れ、研究開発により多く投資できるようになったかとい
うとそうでもない。右肩上がりで成長できた時代は、増えた分の開発コス
トも売り上げの増加で吸収できたが、昨今は世界経済自体が縮小していて
吸収しようがない。

より多くの、難易度が高い複雑な技術開発
を、短期間で少ない予算で実現する、という
一見かなりむちゃなことが求められる時代に
なった。少なくとも、すべてを自社で1から
開発していては要求を満たせないのは明白だ

（図1）。
幸いなことに、すべてを自社で開発しなく

ても良い環境も整い始めている。技術の多様
化・複雑化の要求が、世界的な大学や国立・
独立研究所の所属する研究者の増大をもたら
した。また、技術の高度化要求が、材料・加工技術・セ
ンシングなどの部分技術に特化した研究者や中小・ベン
チャー企業の増大をもたらしたためだ。

外部の組織がリスクを取って開発した技術のうち、自
社のニーズに合う技術を選択的に取り込むことができれ
ば、開発期間も短縮し、失敗リスクが減るためコストも
抑えることができる。社外の組織の持つアイデアや技術
を取り込むオープン・イノベーションは、いまや不可欠
な研究開発手段となり始めている（図2）。

◆日本企業におけるオープン・イノベーションの取り組みの現状
この2～3年「オープン・イノベーション」により、研究開発の効率化を

目指すという方針を打ち出す日本企業が増えてきた。大きくは、Linuxや

諏訪　暁彦
（すわ・あきひこ）
株式会社ナインシグマ・ジャパン
代表取締役社長

企業は、難易度が高く複雑な技術開発を、短期間で、かつ少ない予算で実現することが
求められるようになった。こうしたなかで、社外の組織の持つアイデアや技術を取り込
むオープン・イノベーションは欠かせない研究開発手段となり始めている。

図 1　1 つの製品・部品に関する企業の研究開発の傾向

図 2　社外の組織の持つアイデアや技術を取り込む
メリット
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Apple社のiPodのように社外の組織が考案した商品アイデアを改良して事
業化するタイプのものと、P&G（プロクター・アンド・ギャンブル）社の
ファブリーズのように、自社で商品アイデアを実現・強化する上で不足す
る技術を社外から取り込むものに分類できる。

外部の組織は企業が事業化を判断する上で満たすべき基準を知らないた
め、実用化に耐えうるアイデアを提案できることはまれで、企業側も相手
の提案をマネジメントすることは不可能に近い。一方、後者の課題解決
型オープン・イノベーションは「難易度が高い複雑な技術開発を、短期間
で少ない予算で実現する」という今日の研究開発の悩みに、直接的に応え
ることができるマネジメント可能な手段であるため、本稿では課題解決型
オープン・イノベーションに絞って論じたい。

P&Gの「Connect＋Develop ™」戦略に代表されるように、戦略の1つと
して技術・製品開発活動の一部に昇華させている企業があるため、課題解
決型のオープン・イノベーションは、欧米企業を中心に普及している印
象があるかもしれない。しかし、グローバルに課題解決型オープン・イノ
ベーションの支援を行うナインシグマを経営する筆者の経験では、日本で
も既に50社以上が「課題解決型オープン・イノベーション」を実用的な手
段にするべく取り組み始めており、大きく遅れてはいない。

とはいえ、日本に限らず世界中のほとんどの研究者は「技術課題は自分
で解決するもの」ととらえている。このため、まずは「自社の個別具体的な
課題の解決策を外部に求めることが、検討の価値があることだ」と社員が
思えるようにすることが必要だ。P&Gをはじめ、ほぼすべての企業が「課
題解決策を外部に求める」ことのトライアルから始めて、その成功体験を
積み重ねることによって、課題解決型オープン・イノベーションの組織的
な普及を図っていく方法を取っている。

トライアルを始める前の段階では、日本企業の多くは、技術ニーズの開
示や、技術の目利き、知的財産にかかわる交渉の難しさなどを心配する。
しかし、実践を通じて、技術ニーズの開示はコントロールでき、自社の具
体的なニーズに対して複数の提案を比較評価することは想像より容易で、
事前に条件を提示しておくことにより知的財産の所有権・利用権の合意形
成も比較的スムーズに進められることに気付く。

同時に多くの場合、社外の組織に、何を、どこまで求めて、自分たちが
どの段階からどのように引き継いでいくのかを、十分に検討していなかっ
たことにも気付く。不十分さを補おうとして初めて、事前に何をどこまで
検討し合意しておくべきなのかを見いだすことができるため、この経験は
貴重である。研究開発のニーズや進め方は会社ごとに大きく異なるため、
いくら他社の事例を勉強したところでこの気付きは得られない。

◆課題解決型のオープン・イノベーションでは解決したい企業
側が事業化の判断基準を考慮した上で開示
この経験を、トライアルを担当したスタッフにとどめず組織的に展開・

進化させられる企業こそが、外部の組織から見ても、自らの技術の実用化
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を高い確率で実現してくれる「望ましいパー
トナー」となり、「課題解決型オープン・イノ
ベーション」のメリットを享受できることに
なる。このようなスキル・経験を持つ日本企
業も増えてきており、さらなる発展に期待し
たい（図3）。

◆技術を開発・保有する側としてこの
機会を活かすには
既に述べたが、自らが持つ技術の用途を考

えて企業に働き掛けても、外部の組織からは想像し得ない個々の企業の事
業化判断基準があるため、実用化に至らない可能性は非常に高い。

一方、課題解決型のオープン・イノベーションでは、解決したい企業側
が事業化の判断基準を考慮した上でニーズを開示するため、大学や研究所
などの技術保有組織にとっては、提案して選んでもらえることができれば、
技術の実用化の可能性は大きく高まる。前項で述べたように、課題解決型
のニーズは今後増えていき、ニーズを持った企業側の慣れに伴い質も高
まっていく。大学の産学連携部門や知財本部は、現在シーズの売り込みに
費やしている時間の一部を、課題解決型のニーズをより多く集め先生に紹
介することに費やすことにより、マッチングの効率を大きく高めることが
可能となる。

ナインシグマは現在、年間数百件規模の課題解決型ニーズに対し、1万件
規模の提案を集めている。そのうち数百件は日本からの提案だが、残念な
がらその多くは選ばれるための魅力に欠ける。提案技術のレベルは決して
低くなく、むしろ高いくらいだが、自らができていること、したいことしか
書いておらず、技術を求めている側が知りたいことに答えていないためだ。

依頼主の要求を理解し適した提案を書くには、それ相応の「慣れ」が必要
となる。そのため、欧米では（大学ではないが）複数の技術開発組織のエー
ジェントとして、代わりに提案を書く組織も多く存在する。中長期的には、
おのおのの研究者に、企業の目的と求めている支援の形を理解した上で、
現時点でどこまで答えることができ、今後どこまで伸ばすことができるの
か、ほかの技術アプローチと比べてどこが優れているのかを、根拠と現実
的な計画とともに示す提案力を高めてもらうことも必要だ。しかし短期的
に、保有する技術の価値を正しく評価してもらい実用化の確率を高めるた
めには、大学の産学連携部門や知財本部が提案作成の支援を行うというの
も有効な方法だと考える。

◆オープン・イノベーションを活かす上での鍵
技術を必要としている組織にとっても、技術を持っている大学や研究所

などの組織にとっても、今後、課題解決型のオープン・イノベーションの
機会は増えていく。これらの機会を活かす上では、必要とされるスキルを
意識して、組織として築いていくことが鍵となる。

図 3　課題解決型のオープン・イノベーションの効率

http://sangakukan.jp/journal/
24 産学官連携ジャーナル  Vol.5  No.6  2009

http://sangakukan.jp/journal/


特集　産学官連携の新たな挑戦

◆はじめに
世界の経済情勢が大きく変化し、また激しいグローバル競争にさらされ

ている今日の民間企業では、基礎から実用化までの広範な研究開発をすべ
て自前で行うことは極めて難しくなっている。大学等を中心に行われてい
る基礎研究の力と成果を広く活用し、オープンイノベーションを推進して
いくことが、わが国の産業競争力強化のためにはぜひとも必要である。

産業競争力懇談会（COCN）では、産業界の立場からの基礎研究の役割の
再点検、産学官連携によるブレイクスルー創出のための効果的な施策、産
業界の果たすべき役割、推進すべき研究課題等について検討することを
目的に「基礎研究についての産業界の期待と責務」プロジェクトを実施し、
2009年3月に最終報告書を公開した *1。

本稿では、COCNプロジェクトでの検討結果に基づき、産業界が期待す
る基礎研究とはいかなるものかについて紹介する。

◆ブレイクスルーへの期待
わが国は、新興国の台頭に伴う産業競争力の低下、生産年齢人口の減少、

温暖化に伴う地球環境の変化、石油・食料・工業資源などの国際的な需給
逼迫（ひっぱく）、IT基盤技術の限界到達など、多くの課題に直面しようと
している。これらの課題に的確に対処し、長期的な経済競争力を維持して
いくためには、世界を視野に入れた、不断のイノベーション創出が不可欠
である。とりわけ、社会にパラダイムシフトとも呼ぶべき大きな変革をも
たらす、ブレイクスルー実現への期待は大きい。

ブレイクスルーを狙う研究は、大きなリスクを伴う。また、基礎領域に
までさかのぼる、息の長い研究開発が必要とされる。わが国が直面する課
題の解決に向け、産学官が協働し、オープンイノベーションを前提とした
ブレイクスルー創出のための研究戦略、研究環境を構築していくことが重
要である。

◆日本の基礎研究の現状と課題
日本の研究費総額は米国に次いで世界第2位の水準にあるものの、その

80％以上は民間企業によって担われている。この比率は、欧米、中国、韓

吉田　二朗
（よしだ・じろう）
東芝リサーチ・コンサルティン
グ株式会社シニアフェロー／
産業競争力懇談会「基礎研究に
ついての産業界の期待と責務」
プロジェクト　
プロジェクトリーダー

産業競争力懇談会（COCN）は、2009 年 3 月に「基礎研究についての産業界の期待と責
務」プロジェクトの最終報告書を発表した。産業界の立場からみた基礎研究の役割、ブ
レイクスルーのための効果的な施策は何か。

*1：（参考文献）産業競争力懇談
会．“基礎研究についての産業界
の期待と責務̶ブレイクスルー
に 向 けて の ア プ ロー チ ”．（ オ
ン ラ イ ン ）， 入 手 先 ＜ http://
www.cocn.jp/common/pdf/
kisokenkyu.pdf ＞，（ 参 照
2009-5-13）．
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国などと比較して高い。民間企業における研究開発投資のうち、OECD分
類に基づく基礎研究費は約6％を占めるが、これはコーポレート研究所な
どの総予算を反映したものに過ぎず、多様な基礎研究活動を担保するもの
ではない。

政府による研究開発投資には、大学等における多様な基礎・基盤研究を
担保するための資金や、各省の政策課題にかかわる基礎的研究を推進する
ための競争的資金等が用意されている。しかしながら、科学技術関係予算
総額は平成15年度以降、ほぼ横ばいの状態が続いており、文部科学省の科
学研究費補助金、戦略的創造研究推進事業などの伸びも、ここ数年、年率
1％程度にとどまってきた。今後いっそうの激化が予想される欧米、中国
などとの「知の大競争」に対抗し、産業競争力を確保していくためには、革
新的技術創出を目標とした基礎研究領域への投資の拡充、優れた学術成果
をイノベーションに結び付けていくための施策の強化が求められる。

わが国の自然科学・工学分野における発表論文数は、長年、米国に次い
で高い値を維持してきた。一方、論文の相対被引用度は、依然として1を
下回っており、欧米主要国に比較して低い状態にある。競争的研究環境整
備のための施策を通じ、基礎研究の質のいっそうの向上が望まれるところ
ではあるが、産業界が必要とする多様な基盤技術と、それを支える人材育
成の観点からは、計数化しやすい指標に過度に依存した評価を行うことの
弊害も懸念される。過度な競争的研究資金獲得競争が、日本が得意として
きた「ものづくり」を支える基盤技術の衰退を引き起こすことは避けねばな
らない。産学が、望まれる人材の在り方、必要とされる技術についての意
識を共有し、研究と教育のバランスの取れた大学経営が成されることが重
要である。

◆産業界が期待する基礎研究
研究はその目的および実施内容によって表1のように区分でき、基礎研

究は、学術指向研究と、技術指向研究のうちの「革新研究」を合わせたもの
と位置付けられる。

大学等を中心として行われる学術指向研究から、結果として大きなブレ
イクスルーが創出される場合がある。このような研究成果が、いつ、どの

学術指向研究

飛躍知の研究 全く新しい知の体系を切り開く研究

融合知の研究 既存学術領域を融合し、新たな知や技術の体系を構築する研究

基盤知の研究 既存の知や技術の体系を深化・拡充・継承する研究

技術指向研究

革新研究 将来の応用における重要課題を構想し、根源にさかのぼって解
決法を探索する研究

応用研究 特定の目標に対し、既存の知識、技術を適用して、その実現を
図る研究

開発研究 新規材料・工程の導入や既存技術の改良により新たな製品・
サービスを実現する研究

＊着色部が基礎研究と位置付けられる領域を表す。

表 1　研究活動の分類
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ような領域から生まれるか、事前に予測することは難しい。この観点にお
いて、研究の多様性の確保が重要である。一方、優れた学術成果が自動的
にイノベーションを産むわけではない。優れた学術成果を技術の世界に取
り込み、ブレイクスルーに結び付けるには、第三者に利用しやすい形での
成果公開と、学術成果を現実の公共的・経済的ニーズに結び付ける、構想
力を持った「目利き」の存在が必要である。
「革新研究」とは、将来のニーズを構想し、その課題の根源にまでさかの
ぼって、革新的な解決法を探索する研究を意味する。産業界としては、こ
のような研究からブレイクスルーが創出されることへの期待が大きい。

革新研究の推進に当たっては、将来の社会の動き、産業構造を構想した
上で、真に重要な課題をテーマ化することが必要である。そのためには、
産学官の、異なる専門性を有した第一線の研究者が、多角的な議論を行い、
本質的な課題を共有していく「場」を構成することが重要となる。産業界に
は、このような「場」の形成を主導するとともに、長期的視野に基づく展望
を描き、重要課題を広く提起していく責務がある。日本経済団体連合会が
提言した、産業界主導による課題解決指向の産学官協働プラットフォーム
は、革新研究推進の場と位置付けられ、その具現化が強く求められている。

また、学術指向研究、革新研究のいずれにおいても、基礎から実用化に
至るさまざまな研究開発フェーズに適した資金配分と切れ目のない資金支
援を担保する、効率的なファンディングシステムの設計、それら全体を俯
瞰（ふかん）し、統括する機能の構築等が必要と思われる。

◆おわりに
COCNプロジェクトでは、革新研究を長期的な国際競争力強化に向けた

基礎研究の核と位置付け、その推進に向けた研究資金の拡充と、課題の本
質に対する理解を深め、ビジョンを共有するための「場」の設定を提言した。

わが国ではこれまでも、日本学術振興会における産学協力総合研究連絡
会議や、経済産業省による「技術戦略マップ」の公開、複数の学会における
アカデミア・ロードマップの作成、個々の大学におけるフォーラムの実施
など「場」の形成にかかわるさまざまな活動が行われてきた。しかし、これ
らは相互の有機的な連携が成されていないため、広範囲な議論を醸成させ
るには至っていない。今後、産学官が連携し、オープンな議論を行うため
の枠組みを構築することが必要である。
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◆温室効果ガス削減に向けた取り組みの概況
国際社会において温室効果ガス排出量の大幅削減が喫緊の課題となって

おり、わが国は京都議定書における削減約束達成に向けて取り組んでいる。
平成20年7月の北海道洞爺湖サミットにおいて、G8は2050年までに世界
全体の排出量の少なくとも50％削減を達成する目標を、UNFCCC*1 のすべ
ての締約国と共有し、採択することを求めることで合意がなされた。また、
本年12月にCOP*215（於：デンマーク）が開催され、そこで次期枠組みが
決定される予定である。既に、米国は2005年比2020年で14％削減、欧
州は1990年比2020年で20％削減という目標を掲げているが、わが国で
は「地球温暖化問題に関する懇談会」の「中期目標検討委員会」で中期目標を
検討し、総理大臣が6月ごろまでに中期目標を決定する予定となっている。

温室効果ガス排出量の削減には科学技術への期待が大きく、海外でも
さまざまな方針が打ち出されている。米国ではオバマ新大統領が「New 
Energy for America」を掲げ、クリーンエネルギーに今後10年間で1,500
億ドルを投資し、500万人の雇用を生み、温室効果ガスを2050年までに
1990年比で80％削減する等の目標を公表している。EUでは、2007年11
月に温室効果ガス排出削減に向けた技術開発の取組方針「Strategic Energy 
Technology Plan（SET-Plan）」をEU諸国に向けて提案し、EU全体のエネル
ギー分野の技術開発の総合的な計画書として位置付け、2008年1月に、
さまざまな技術や部門における気候変動対策の政策である「Energy and 
Climate Change Policy Package」を発表し、再生可能エネルギーの比率を
2020年までに最終エネルギー消費の20％とする導入目標等を示している。

◆総合科学技術会議の取り組み
総合科学技術会議では第3期科学技術基本計画において、環境分野を「重

点推進4分野」の1つ、エネルギー分野を「推進4分野」の1つとして重点を
置き、第3期科学技術基本計画に示した「環境と経済の両立」等の政策目標
の実現へ向けて「分野別推進戦略」を策定し、研究開発の推進を図っている。
平成20年度は第3期科学技術基本計画の中間年度であったため、中間フォ
ローアップを実施し、両分野の研究開発はおおむね順調に進んでいること
を確認している。

また、昨年5月に低炭素社会実現に向けたわが国の技術戦略となる「環境
エネルギー技術革新計画 *3」(以下「革新計画」)を策定し、第75回総合科学
技術会議にて決定・意見具申を行った。革新計画では低炭素社会の実現に
向けて、世界全体の温室効果ガスの排出を2050年までに半減するという
厳しい目標の達成には、短中期的には既存技術の向上と社会への普及が、

* 1 ： U n i t e d  N a t i o n s 
Framework Convention on 
Climate Change: 国連気候変動
枠組条約

*2：Confe rence  o f  t he 
Parties: 締約国会議

*3：環境エネルギー技術革新計
画：http://www8.cao.go.jp/
cstp/output/080519iken-2.
pdf

内閣府　政策統括官
（科学技術政策・イノベ
ーション担当）付
環境・エネルギー担当
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中長期的には革新的な技術の開発が重要な鍵となるとし、エネルギー供給
分野ならびに産業分野、家庭・オフィス等の民生分野、運輸分野等のエネ
ルギー需要分野において、温室効果ガス削減に貢献する主要な技術を取り
上げ、その技術開発のロードマップと普及方策を示した。その後「低炭素
社会づくり行動計画」（2008年7月19日閣議決定）において、革新計画に
示された技術ロードマップ等に、今後5年間で300億ドル程度投入するこ
とが明記され、総合科学技術会議も平成21年度の資源配分方針において、
温室効果ガス排出削減に資する予算への重点化を行い、研究開発の促進を
図っている。

さらに、本年2月の総合科学技術会議において「2009年の科学技術政策
の重要課題」の中で「環境・資源制約を新たな成長の原動力に」を、本年4
月の同会議において「将来の成長に向けた科学技術政策の重要課題」の中で

「低炭素社会の実現」を掲げ、環境エネルギーイノベーション創出のために
は、産学官連携体制による研究開発の加速化やグリーン社会インフラと環
境先進都市により緩和策と適応策のベストミックスを図ることが必要であ
ることをうたっている。

この図は環境エネルギー技術の開発と普及のタイムスケールおよび世界全体の温室効果ガス削減のイメージを示している。
（出典：環境エネルギー技術革新計画）
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◆最後に
6月20日（土）から開催される「第8回産学官連携推進会議」において、

分科会「低炭素社会移行に向けての産学官の新しい潮流」を開催する。本分
科会では、各界の有識者により、わが国が世界に先駆けて低炭素社会を実
現するために何が必要であるか、そのために必要な産学官の役割や連携の
在り方、社会システム改革等について活発な議論が行われるので、当会議
へご参加される方は本分科会へ足をお運びいただきたい。
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◆はじめに
クリーンで環境に優しい自動車として、燃料電池自動車をはじめとした

水素燃料自動車の開発が広く検討されている。しかし、水素はガソリンと
は違い気体なので、体積当たりのエネルギー密度が非常に低い（ガソリン
のわずか3,000分の1）。そのため、自動車のような限られた空間に水素を
搭載するための、安全でコンパクトな貯蔵方法が求められている。水素貯
蔵材料を利用した方法もその1つであり、特に水素の出し入れが極めて容
易で耐久性の問題もない炭素系材料が注目されている。さらに環境負荷や
化学的な安定性の観点からも炭素は魅力的な材料である。本稿ではジャン
グルジム状の構造を持つゼオライト鋳型炭素（Zeolite Templated Carbon：
ZTC）とその優れた水素吸蔵能について紹介したい。

◆一般的な炭素の構造
ZTCの紹介の前に一般的な炭素の構造について簡単に説明する（図1）。

黒鉛は炭素6員環からなる亀の甲（グラフェンと呼ばれる）が積層した結晶
構造をしている。活性炭は非常に乱れた構造をしており低結晶性の炭素の
典型である。一般に「炭素」と呼ばれているもののほとんどは黒鉛と低結晶
性炭素の中間的な構造を有する。これらに加え、炭素の新しい同素体とし
てフラーレンやカーボンナノチューブが相次いで発見された。それ以来、
炭素の新しい形態はもう出現しないだろうと思われてきた。しかし、われ
われは図1に示したいかなる炭素とも異なる、全く新しい炭素構造体の存

京谷　隆
（きょうたに・たかし）
東北大学多元物質科学研究所　
教授

伊藤　仁
（いとう・まさし）
日産自動車株式会社　総合研究所
社会・フロンティア研究室　
フロンティア研究グループ
アシスタントマネージャー

共著燃料電池自動車の実用化に向けての課題の1 つは、水素の安全でコンパクトな貯蔵方法
である。東北大学の京谷隆教授と日産自動車が発明したジャングルジム状の構造を持つ
ゼオライト鋳型炭素には優れた吸蔵能力がある。その仕組みと可能性とは？

図 1　一般の炭素材料の例　（a）黒鉛　（b）活性炭　（c）フラーレン　（d）カーボンナノチューブ
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在を明らかにした。この新しい炭素構造体であるZTCは、ゼオライト結晶
の規則的に配列したナノ空間を合成場とすることで得られる。

◆ゼオライト鋳型炭素のジャングルジムのような構造
ゼオライトはケイ素、アルミニウム、酸素原子からなる無機物質であり、

美しい結晶構造を持っている。結晶中には1nm程度の均一な穴（ナノ空間）
が規則的にあいている。この穴の中に炭素を均一に詰め込んだ後にゼオラ
イトを酸で溶解除去すると、ZTCが得られる（図2）。ZTCは、ゼオライト
結晶の穴の部分が炭素
で、ゼオライトの骨組み
の部分が炭素の穴となっ
た構造をしており、ゼオ
ライトの規則構造がちょ
うどネガポジ反転して炭
素に写し取られていると
考えてよい。ZTCが図2
のような規則構造を持っ
ていることは分かってい
たが、これまでその分子構造は全く不明であっ
た。われわれはさまざまな分析手法を駆使する
ことで、最近ようやくその構造を明らかにした

（図3）。グラフェンがジャングルジム状に規則
的に連結した構造であり、図1に示した従来の
どの炭素とも全く異なる。ZTCには通常の炭素
にみられるグラフェンの積層がなく、グラフェ
ン1層で炭素骨格が構成されている。このため
グラフェンの両面が表面として機能する。さら
に、グラフェンの幅が狭いのでその端の部分

（エッジと呼ばれる）の割合が極めて多い。無限
に広い（エッジが全くない）グラフェンの理論
表面積は2,630m2/gだが、エッジが多いZTCの
表面積は4,000m2/gもの大きさになる。これは
たった3g弱のZTCで東京ドームのグラウンド
面積に相当し、間違いなく世界一表面積の大き
な炭素材料である。しかも、ZTCの穴のサイズは1.3nm
前後と極めて均一である。この巨大な表面積と均一な穴が水素吸蔵にとっ
て好都合なのである。

◆ゼオライト鋳型炭素の高い水素吸蔵能
そこで、30℃の温度で水素の圧力を340気圧まで徐々に増加させていき、

ZTCに吸蔵した水素量を測定していった。その結果を図4に示す。比較の
ため通常の活性炭（表面積2,680m2/g）の結果も併せて示す。どちらの場

図 2　ZTC の合成方法

図 3　ZTC の分子構造
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合も圧力とともに吸蔵量は増加していくが、100
気圧以上でのZTCの優位性は明らかである。水素
分子は、ZTCにしろ活性炭にしろ、炭素の穴の中
にたまっていく。しかし、ZTCの穴のサイズは約
1.3nmと均一であり、このサイズが100気圧以上
の圧力で水素吸蔵に有利となる。ZTCの水素吸蔵
量（340気圧で2.2wt%）は純炭素材料では最高の
値である。

米国エネルギー省は目標吸蔵量として6wt%と
いう値を設定しているので、ZTCの2.2wt%は残念
ながらまだまだ低い。吸蔵能の向上のためには表
面積をさらに巨大化することや穴のサイズを最適
化することが考えられるが、それだけでは6wt%
を達成するのは困難であろう。われわれはZTCに0.2wt％という微量の白
金のナノ粒子を付けるだけで水素吸蔵量が向上することを見いだしている。
これは穴の中に水素分子がたまっていくという従来の吸蔵機構とは全く異
なる機構である。今後はZTCの構造最適化と白金担持による新しい吸蔵機
構を組み合わせることで6wt%という目標値を達成したいと考えている。

なお、水素吸蔵能の研究の一部は独立行政法人新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO）の委託業務の結果得られたものであり、関係各位に
深く感謝申し上げる。

図 4　ZTC の水素吸蔵量
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◆はじめに
固体高分子形燃料電池（Polymer Electrolyte Fuel Cells：PEFC）は、水素

イオン（プロトン）のみを透過するイオン交換膜電解質と、その両面に接合
した一対の電極（カーボン微粒子上に白金またはその合金ナノ粒子を高分
散担持した触媒を塗布）からなる。燃料に水素、酸化剤に空気中の酸素を
各電極（アノード、カソード）に供給して、図1に
示す化学反応により電気エネルギーを得る。

PEFCは小型軽量で原理的に高出力密度化や低
コスト化が可能であり、電気自動車や携帯機器用
の電源、電気と熱を併給（コージェネレーション）
する家庭用据え置き用途などとして、世界的に開
発競争が繰り広げられている。すでに燃料電池自
動車については、実用条件での性能評価や課題抽
出を目的としたフィールドテストが日米欧、さら
には韓国、中国などで進められている。家庭用燃
料電池についても、先進各国で実証試験が実施
されている。わが国では、昨年度までの3,000台
余りの実用化実証試験を経て、いよいよ本年度より政府助成金制度の下に
世界初の商用化が始まる。しかし、自動車用、家庭用の燃料電池がエネル
ギー・環境問題の真の救世主になるには、広範な普及が必須である。既存
材料やシステムの改良により、ある程度の性能、耐久性の向上が、また量
産化であるレベルまでのコストダウンが見込まれる。しかし、本格普及に
は一層の高性能化、高耐久化、低コスト化が不可欠であり、特に電極触媒、
電解質膜、膜／電極接合体（MEA）および周辺部材などの “新材料” の開発が
求められる。わが国を含む開発先進国において、その観点から基礎研究へ
の回帰現象が起きている。筆者が所属する山梨大学のクリーンエネルギー
研究センターおよび燃料電池ナノ材料研究センターは、国からの受託研究
などを通じて、次世代燃料電池の実現を目指した革新材料の開発と、その
基礎科学の確立を目指した研究を推進してきた。ここではその成果の一端
を紹介する。

渡辺　政廣
（わたなべ・まさひろ）
山梨大学　燃料電池ナノ材料研究
センター長、前 クリーンエネル
ギー研究センター長

燃料電池自動車は日米欧などでフィールドテストが進められており、家庭用燃料電池も
先進国で実証テストが実施されている。広く普及するには、材料やシステムの改良、量
産化でコストを引き下げることが必要だ。山梨大学の渡辺政廣教授らの新材料開発を紹
介する。

図 1　燃料電池の作動原理
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◆電極触媒
（1）アノード触媒

定置用燃料電池の燃料水素には、通常、改質ガス（触媒存在下でメタン
を主成分とする都市ガスと水蒸気とを反応させて作る）が使われる。この
中に一酸化炭素（CO）がわずか1万分の1％残存するだけで、単味の白金触
媒はCOで被毒され、電池電圧・電流のいずれも5分の1以下に低下してし
まう。筆者らは以前に、耐CO被毒触媒としてPt-Ru合金が優れていること
を見いだし、この触媒が現在広く、定置およびメタノール燃料電池に用い
られている。これはRu上に吸着した酸素種（水分子）がCO酸化を促進する
“二元機能触媒機構” によることを提案した（図2左）。
さらに近年、Ptと卑金属を合金化したPt-Ni, Pt-Co, 
Pt-Fe, Pt-Moなどの触媒表面では、CO被覆率は0.5以
下と低く、ほとんどCO被毒を受けないことを発見
した。これら卑金属とPtとの合金では、ごく表層の
卑金属が溶出し、残ったPtが再配列して合金表面に
1-2nm厚の（111）面配向した緻密（ちみつ）なPtスキ
ン層を形成して、下にある合金を保護する（図2右）。
また、そのスキン層の触媒能をつかさどる電子構造
は、下地合金の電子構造を引き継ぐことで、前述の
優れた “電子修飾触作用” を発現することを、各種の先端計測機器を用いて
明らかにしてきた。高価な貴金属の性能を十分引き出すための合金触媒の
設計・機構研究の成果は、新触媒開発の指導原理として、広く活用されて
いる。

（2）カソード触媒
燃料電池自動車（FCV）では、タンク等に充填（じゅうてん）した純水素が

燃料に用いられ、定置用アノードのような触媒のCO被毒は起こらず、十
分早く水素酸化反応は進行する。しかし、これに比べカソードでの酸素還
元反応（ORR）は1万分の1程度と遅く、カソードでの電圧損失が大きくな
り、電池効率損失全体の約80％を占める。それ故、高価であるにもかかわ
らず、現状では比較的高い触媒活性を示す白金を多量（2～4g/kW）に用い
ることを余儀なくされている。本格的普及時には、Pt使用量の10分の1化
が必須と考えられている。この目標へのアプローチとして（1）触媒の微粒
化（2）合金化による高性能化（3）耐食性担体上での前二者の実現、を考え
た。触媒反応場は粒径に反比例する。それ故、（1）により担持触媒粒径を
5nmから2.5nmに減少できれば、活性は2倍になる。（2）に関して、前述の
ように卑金属との合金化により電子構造の修飾が可能なことを見いだして
いる。これが酸素還元反応にも数倍の増大効果をもたらす。（3）の実現は、
FCVの十分な寿命耐久性を確保する上で必須の課題である。

①粒子径、担持量、組成が精密制御された担持触媒のナノカプセル法によ
る作製

図 2　耐 CO 被毒 Pt 合金触媒設計
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せっけんで油を落とせるの
は、せっけん分子の一端にあ
る親油基がナノサイズのカプ
セルを形成して油を包み込
み、親水基を外にして水中に
分散することによる。著者ら
は図3に示すように、せっけ
んの逆の働きをする界面活性
剤のナノカプセル中に親水性の触媒原料化合物を取り込み、それを試薬で
還元してPtまたはPt合金にし、高比表面積担体（粒径数10nm）表面上に担
持する方法を発明した。この方法で（1）触媒粒径（1.5～5nm）（2）粒径分
散度（数％以下）（3）触媒担持量（5～60w％）（4）各種炭素担体への均一高
分散担持が可能（5）任意合金組成（粒子間バラツキ数％以下）、の作製が可
能であることを実証してきた。これらは、従来法では、実現がほとんど不
可能である。
（1）の粒径の微粒化制御の重要性は触媒活性の観点から前に述べた。（2）
の触媒粒径の分散度の低減は、電池特性の安定性の観点から重要である。

（3）の高担持触媒を用いると、触媒層の薄膜化（＜数ミクロン）が可能とな
り、触媒が有効に利用され電池の高性能化につながる。また、（4）により高
耐食性黒鉛化炭素担体に担持した触媒は以下に述べるように、FCV用燃料
電池に特に求められる高耐久性の要求に応えうる高い可能性を有する。（5）
の合金化では、活性、安定性の両観点から最も適した触媒の作製が可能と
なる。

②担持触媒の活性 /耐久性
FCV運転モードの中で、起動停止あるいは燃料供給不足の時に、カソー

ド触媒は1.3V以上の強い酸化雰囲気にさらされ、特に触媒担体の炭素材が
酸化腐食し、触媒の脱落による有効触媒表面積（SPt）の低下、Pt粒径成長に
よる活性（MA）の著しい低下が起こる。表1には、
広く使われている通常カーボンブラック（CB）、黒
鉛化炭素（GC）に、それぞれ担持された市販触媒

（Pt/CB, Pt/GC）と同じGCにナノカプセル法で担持
した触媒を、0.9V-1.3V間の模擬起動停止電位サイ
クルで試験しMA低下を比較した。ナノカプセル
法担持触媒は、通常CBの60倍、同じGC担体に比
べても30倍、高耐久性であることが分かった。従
来担持法では初めから黒鉛結晶端部に触媒が凝集
担持されてしまうのに対して、ナノカプセル法で
は結晶平坦面に触媒の均一担持が可能なため、Pt
の溶解再析出による触媒粒径成長が著しく抑制さ
れたことが考察された。また、市販Pt/GCの初期活性、劣化後の活性低下
が、SPt から予測されるより大きい。これは、触媒粒子が固まって担持され、

表 1　担持触媒の活性 / 耐久性

図 3　粒子径、担持量、組成が精密制御された担持触媒のナノカプセル法による作製方法
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下部にある触媒に反応物酸素が行き届かないためである。この欠点もナノ
カプセル法では回避できた。

◆電解質膜
PEFCに用いられる高分子電解質膜には、プロトン導電性（0.01Scm－1 以

上）、化学・熱・機械安定性（分解や破断が起こらないこと）、燃料・酸化
剤不透過性（水素、酸素およびメタノール水溶液の透過が少ないこと）、を
満たすことが要求される。さらに実用化の観点からは、リサイクル性（ま
たは環境調和性）、低コスト（3,000円/m2 以下）、も重要な要求項目として
挙げられる。しかし、これらすべてを満足に満たす膜材料はない。食塩電
解用隔膜として開発されたパーフルオロスルホン酸高分子電解質膜（デュ
ポン社のNafionなど）が最も一般的に用いられているが、現在、フッ素を
含まない代替膜に対して大きな期待が寄せられている。そこで、われわれ
は芳香族炭化水素系高分子（ポリイミド、ポリエーテル）を主骨格に用い、
疎水基の立体・電子効果を制御することにより、導電性と安定性を併せ持
つ代替膜の開発に成功した。

◆その他の重要課題：
MEAの触媒利用率の向上、セパレータ、高性能水素製造・
精製触媒、水素貯蔵材

電極触媒層中では、前述の触媒と電解質被膜が絡み合った構造で、その
界面において反応するガス、水素イオン、電子がかかわる反応場が形成さ
れる。理想としては、すべての触媒粒子がこの反応場で活躍することが重
要であるが、実作動条件下では、われわれの新しい評価では10％以下し
か働いていないことが明らかとなった。このような従業員のいる企業なら
とっくの昔に倒産していることであろう。われわれは、この判明を、今後
の大いなる触媒量低減の余地を示す明るい発見であると前向きにとらえて
いる。

高耐食性、廉価な金属セパレータの開発は依然として大きな課題として
残されている。また、低コスト水素製造法と貯蔵材の開発も重要な取り組
み課題である。誌面の都合で、これらに関する詳述は別の機会としたい。

◆おわりに
以上、燃料電池の原理と、2020年以降の燃料電池自動車の本格普及に

向けた筆者等の新材料開発の取り組みに関して紹介した。基礎固めをしつ
つ、夢に向かってぶれることなく、産学官連携、国際的連携、また将来の
担い手となる人材育成に取り組むことが肝要と確信している。上記の成果
は、JST「CREST研究」、文部科学省「リーディングプロジェクト」および新
たに始まったNEDO「HiPer-FCプロジェクト」資金や、多くの産学官連携研
究の成果の一部である。ここに関係者に深く感謝する *1。

*1：関連情報
・山梨大学 燃料電池ナノ材料研
究センター
http://fc-nano.yamanashi.
ac.jp/
・山梨大学 燃料電池研究グルー
プ
http://www.ab11.yamanashi.
ac.jp/~mwatanab/
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◆はじめに
燃料電池は水素をエネルギーキャリアに使用し、発電時の温室効果ガス

排出が少ないクリーンなエネルギーに位置付けられる。今日、水素は産業
ガスとして化学や食品産業原料に使用されているが、自然界に単体として
ほとんど存在しないため、何らかの原料から製造しなければならない。国
は2009年4月に公表したエネルギー分野の「技術戦略マップ」*1 において
も、水素を「運輸部門の燃料多様化」や「新エネルギーの開発・導入促進」な
どのいずれの政策目標にも掲げ、目標達成の技術ロードマップに組み込ん
だ。

◆水素の給源
今のところ、世界で使用されている水素の大半は簡易で低コストという

理由で化石燃料から製造されているが、環境影響の点からは再生可能資源
の利用が望ましい。前述の技術マップなど *1、2 では、取り組むべき水素製
造技術の1つとして「バイオマス・廃棄物の利用」を挙げている。これら以
外の給源には、鉄鋼や化学工業の副生水素、太陽光などの自然エネルギー
由来電力による水の電気分解、原子炉の高温熱源を利用する水の化学分解
など多様な生産方法が提唱されている。

◆バイオマスからの水素生産
バイオマスを原料とする水素生産方法は生物化学的方法と熱化学的方法

に大別される。前者は水素発酵と呼ばれ、ある種の微生物が栄養源である
バイオマス由来の基質を分解する過程でエネルギーを獲得して水素を生産
する。食品残渣（ざんさ）系バイオマスは食料に由来するため、デンプンや
タンパクを主な構成成分とする。微生物は加水分解酵素（糖化酵素など）を
生産してこれらを分解して比較的容易に資化する。草本木質系バイオマス
はリグノセルロース主体の構造をとるが、これを分解する加水分解酵素は
一部の微生物しか生産しないので、水素発酵に供する場合は水素発酵微生
物が取り込めるサイズにまで低分子化しなければならない。水素発酵のほ
とんどは液相反応であり、基質は液相中に溶解している必要がある。しか

三谷　優
（みたに・ゆたか）
サッポロビール株式会社　
価値創造フロンティア研究所
研究主幹

現在、水素は主に化石燃料から製造されている。簡単でコストが低いからだが、環境の
面から見ると、再生可能な資源からつくるのが望ましい。サッポロビール株式会社、広
島大学などのグループは、食品廃棄物を微生物分解することで水素を生産するシステム
の確立に取り組んでいる。

*1：独立行政法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構．“技術戦
略マップ 2009”．（オンライン），
入手先＜ http://www.nedo.go. 
jp/roadmap/index.html ＞，

（参照 2009-5-11）．

*2：独立行政法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構．“地球温
暖化を抑制する水素エネルギー
社会を目指して”．よくわかる！
技術解説．（オンライン），入手
先 ＜ http://app2.infoc.nedo.
go.jp/kaisetsu/fue/fue02/
index.html ＞，（ 参 照 2009-5-
11）．
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し、生産される水素はガス体なので、反応系である発酵液からの分離に、
エタノール蒸留に用いられるような多大なエネルギーは必要ない。微生物
反応は過激な反応条件を用いる必要がない反面、水素の生産速度は熱化学
法に比較して小さく大型の装置を必要とする。熱化学法ではバイオマスを
数百度の無酸素条件下や高温高圧水によって分解して生産する。熱化学法
には過激な反応条件に耐える反応装置と、分解反応を行うための熱供給が
必要である。

◆食品廃棄物を原料とする水素生産のフィールドテスト
筆者らは平成19年度より3年間の計画で環境省委託の地球温暖化対策技

術開発事業、課題名「食品廃棄物のバイオ
水素化・バイオガス化に関する技術開発」
を実施している（開発代表者：広島大学、
共同実施者：サッポロビール（株）、ほか5
機関）。本技術開発では、食品廃棄物（日
本国内で年間18.9百万トン発生 *3）からエ
ネルギー回収率 *460％以上で高効率エネル
ギー回収を行うカスケードプロセス「水素・
メタン発酵生産、残渣の超臨界水バイオガ
ス化」（図1）のシステム確立を目指してい
る。このシステムの中で水素発酵プロセス
は原料である食品廃棄物の低分子化と水素
ガスの獲得を担う。食品残渣を発酵原料に
使用する際の最大の課題は、水素生産に悪影響を
及ぼす汚染性微生物の排除である。食品は文字ど
おり栄養に富み、時間経過に伴って各種雑菌が増
殖しやすい。水素発酵はエネルギー生産を目的と
しているので、発酵操作に投入するエネルギー量
が回収エネルギーを上回っては意味がない。従って、原料であ
る食品残渣を熱殺菌せずとも、雑菌に打ち勝って旺盛に水素生
産する微生物種が必要である。筆者らは国内各地の土壌をサン
プリングし、この中の下水処理場余剰汚泥から効率よく水素生
産する嫌気性の中等度好熱菌を分離した。本菌株はデンプンな
どの糖質を酢酸や酪酸などの有機酸に分解する過程で水素を生
産する（図2）。フィールドテストは広島県北広島町のタカキベー
カリー千代田工場内に設置したパイロット設備で実施している

（写真1）。水素発酵リアクターの容量は5キロリットル。原料の
食品廃棄物には同工場の製造残渣である製パン残渣と同社関連
のレストランから食品残渣を収集して供している。本パイロッ
トは原料200キログラムあたりの日量4万リットルの水素生産
を目指している。目標とする水素製造単価は国のロードマップ
である1立方メートルあたり40円である。

図 1　フィールドテストの概略

図 2　生物化学的水素生産の仕組み

写真 1　フィールドテスト実施設備

*3：環境省．“環境統計集”．（オ
ン ラ イ ン ）， 入 手 先 ＜ http://
www.env.go.jp/doc/toukei/
index.html ＞，（ 参 照 2009-5-
11）．

*4：得られたエネルギー量／（バ
イオマスが持つエネルギー量＋
投入エネルギー量）
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水素エネルギーへの取り組みは、第一次石油ショックのあとのサンシャ
イン計画（1974年－）から始まった。水素はクリーンなエネルギーだが、
水素吸蔵合金などにため込む技術が必要だといった検討がなされた。その
後、78年からのムーンライト計画、ニューサンシャイン計画（93－00年）
に引き継がれ、現在もなお継続中の技術開発テーマである。道のりは長い。

この流れの中から燃料電池が開発テーマに取り上げられたのは、ムーン
ライト計画の中の90年前後だった。燃料電池とは、水の電気分解の反対、
つまり水素と酸素から電気エネルギーを取り出す仕組みのことで、意味か
らすれば「燃料発電機」である。つまり、燃料電池というのは石油や原子
力のような大本の一次エネルギー源ではなく、いわゆる二次エネルギーと
呼ばれるものだ。また、燃料は水素に限られているわけではなく、方式に
よって、天然ガス、メタノール、ナフサ、灯油と、さまざまな燃料を利用
することができる。

もちろん一部ではあるが、燃料電池の実用化は速かった。理由の1つは、
当時すでに実証化されていた技術で、人工衛星に使われていたこともあっ
たと思われる。さらに電力自由化と関連して、工場などで独自の発電設備
として採用・導入されていった。ただ、メーカーがその後、発電設備をど
んどん増強しているという話は聞かない。

燃料電池がいま現在、最も多く販売されているのは、家庭用のコージェ
ネレーションシステム「エネファーム」としてである。社団法人日本電機工
業会による「2007年度燃料電池納入量統計調査報告」によれば、燃料電池
システムは2007年に1,040台が新規に納入された。そのうちの1,008台が
固体高分子型（第4世代）という最も新しいタイプの燃料電池だ（うち930
台が0.5－2キロワットの住宅用）。残りは、リン酸型（第1世代）が1台、
固体酸化物型（第3世代）が31台で、溶融炭酸塩型（第2世代）の納入はゼ
ロだった。

小型の装置を約350万円程度と見積もると、現在の日本の燃料電池市場
は、約40億円程度といったところであろうか。まだまだ小さい市場だ。

◆技術のカギは安価な触媒
ところが、である。某シンクタンクの予測で、2020年には1兆円を超える

松尾　義之
（まつお・よしゆき）
株式会社白日社　編集長／
東京電力科学誌「イリューム」
編集長

現在、燃料電池が多く使われているのは家庭用のコージェネレーションシステム「エネ
ファーム」。小型の装置を1 台 350 万円程度と見積もると、市場規模はおよそ40 億円。
まだ小さい市場だが、2020 年には2,000 億円程度になるという予測もある。普及の課
題は長寿命化と低コスト化である。
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という数字が登場した。この種の予測は希望的観測といったところだが（修正
予測では大幅に減少して2,000億円）、そうとばかりも言い切れない面がある。

燃料電池の現在の課題は、思い切って言えば、長寿命化と低コスト化で
ある。特に、現在使われている白金触媒がネックだ。白金は高価な貴金属
で、排ガス触媒などにも使われている。これを安価な触媒で置き換えるこ
とができれば、まさにブレークスルーとなる。例えば群馬大学の尾崎純一
教授と日清紡ホールディングス株式会社が開発中の炭素構造物（カーボン
アロイ）など、注目すべき技術開発が進行中だ。

製品の値段がちょっと高くても、許容範囲内であれば市場が形成される
ことは、トヨタのプリウスの例が見事に物語っている。そこにいかに持っ
ていくか、日本の燃料電池にかかわる技術者の腕とマーケティングの力が
問われている。

尾崎教授らの研究も含めて、現在の燃料電池の技術開発は、新エネル
ギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が中心となって進めている。平成20
年度の関連予算の合計は約200億円なので、決して半端な額ではない。も
ちろんそこには、単なる技術開発だけでなく、水素の輸送や貯蔵、水素社
会を構築するための基盤整備事業も含まれている。

燃料電池と言えば、自動車を欠かすわけにはいかない。トヨタ、ホンダ
だけでなく、GMやベンツなどでも、すでに燃料電池車を製品化している。
ただ、製品化とは言っても実際の価格は1億円台で、リースで年間数百万
円といったレベルである。コストを約100分の1にしないと、本当の意味
での実用化にはならない。ここでも大きな課題は白金触媒と見られている。
また、いわゆる総合効率（燃料効率＋車両効率）でも、現在の燃料電池車は
プリウスのレベルを超えていないようで、今後の技術開発課題だ。

意外な頑張りを見せているのが、ノートパソコンなど携帯電子機器用の
超小型燃料電池である（先の統計調査には入っていない）。ただ、この小型
電源分野でどの技術が支配的になるのか、予想はつきかねるのが現実だ。

◆一歩先をゆく技術開発を
振り返ってみればこの35年以上、エネルギー資源を持たない日本は「新

エネルギーや省エネルギーの技術開発」という徹底した戦略を、維持・継
続しつづけてきた。それが、今日のプリウスや太陽電池にとどまらず、優
れた省エネ家電や高効率石炭火力タービンなどに結実したことは、ほとん
ど間違いない。いまや日本は多くの技術分野で世界のトップを走り、イノ
ベーションの開拓者としての道を歩んでいるが、常に変わらずに徹底した
エネルギー技術開発政策が貫徹されてきたことは、高く評価されてよい。

水素利用の燃料電池も、ようやく、本当の市場が開拓されようとしてい
る。2008年には、パナソニックから「100万円をターゲットとした製品」
という発言が出た。これは、かなりの販売台数を意識してのことであろう。
数十年にわたる開発の歴史を見れば、エネルギー機器として燃料電池（コー
ジェネレーション）が普及していくことは必然的と見ることができる。し
かしなお、一歩先をゆく技術の開発が待たれていると言えるだろう。
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昨秋の世界的な金融危機に端を発した経済不況が深刻化する中、資金繰
りが困難な企業が数多く発生することが予想されており、その結果として、
企業研究者の雇用環境の悪化や基礎研究分野への投資減退をはじめとした
企業の研究開発活動の委縮が懸念されている。こうした研究開発活動の委
縮は、わが国経済の長期的発展に向けた、将来にわたる継続的なイノベー
ションの創出を阻害する大きな要因であり、国としてこれら企業の研究開
発活動を下支えすることや、大学における基礎研究の促進を図ることで、
わが国全体の研究開発を維持し、さらには強化していくための取り組みが
必要である。

その際、ポストドクター、企業研究者・技術者などの高度人材は、わが
国の研究開発の維持・強化を図る上で鍵となる人的要素であり、これら人
材の活躍により成長力を強化し、世界に先駆けて経済危機を克服すること
が求められている。そのため、文部科学省においては、平成21年度補正予
算案において以下の2施策を計上している。

◆企業研究者活用型基礎研究推進事業【12億円】
　（独立行政法人科学技術振興機構運営費交付金）（図 1）

本施策は、大学、研究開発型独立行政法人（以下、「大学等」という）が企

文部科学省
科学技術・学術政策局
基盤政策課
研究振興局　　　　　
研究環境・産業連携課

図 1　企業研究者活用型基礎研究推進事業
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業の優秀な研究者を受け入れて基礎研究を行うことが可能な枠組みを構築
することで、企業研究者が産業界の知見や視点を活用した基礎研究を推進
し、大学等の研究活動を活性化するとともに、企業の研究開発力の強化を
図るものである。

企業には数多くの優秀な研究者が在籍しているが、昨今の経済情勢の悪
化により企業の研究開発投資が縮小傾向に向かう懸念があり、研究者のス
キルの維持や雇用の確保が喫緊の課題となっている。

本施策の実施により、企業にとっては、雇用環境の創出・維持はもとよ
り、自社の研究者が「知」の拠点たる大学等において基盤技術を獲得し、ス
キルを向上させる等の人的な付加価値の創出が期待される一方で、大学等
にとっても、産業界の知見や視点といった新たな空気を研究現場に持ち込
み、革新的な研究成果や新領域・融合領域の創出など、基礎研究の推進が
期待できる。

今回の景気の悪化をむしろ好機ととらえ、大学等と企業との人的結び付
きを強化するとともに、産学官連携の推進、新たな研究領域の創出等を図
ることにより、わが国経済のオープン・イノベーションの推進、科学技術
力・国際競争力の向上を目指す。

◆高度な専門的能力・知識をもつポストドクターの産業界での
積極的活用【5億円】

　（独立行政法人科学技術振興機構運営費交付金）（図 2）
本施策は、民間企業の研究開発等の活性化・高度化を図るため、ポスト

ドクターを雇用し、その専門的能力・知識を積極的に活用する企業等を支
援するものである。

図 2　高度研究人材活用促進事業
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ポストドクター等の人数は年々増加しており、2006年度の延べ人数は1
万6,394人となっている。一方、アカデミアにおける研究者の採用状況は、
平成10年度から平成19年度において、本務教員の総数が約2万人増えて
いるのに対し、37歳以下の若手教員の割合は減少（25.2％→21.3％）して
おり、ポストドクター後のキャリアパスが不透明であるとの指摘があると
ころである。

今回の施策の背景には「ポストドクターを取り巻く状況」と「企業におけ
るポストドクターの活用状況」の間にミスマッチが生じている現状がある。
「ポストドクター等のキャリア選択に関する分析（文部科学省科学技術政
策研究所　平成20年12月）」によれば、ポストドクター等の約4分の3は、
大学・公的研究機関の研究者になることを強く希望している一方、半数以
上のポストドクター等が企業の研究者・技術者に就くことに前向きである。

一方、産業界では、企業に雇用された博士号所得者の割合は、米国の半
分以下（日：米＝17％：34％）であり「平成19年度 民間企業の研究活動に
関する調査報告（文部科学省 平成21年1月）」によれば、実際に約9割の企
業はポストドクターの採用に消極的であり（毎年採用している企業は2％程
度）、企業でポストドクターの専門的能力を活用できていないのが実態であ
る。

また、同調査報告では、ポストドクターを採用した企業からは「期待を
上回った」と回答した企業の割合が経歴別で最も高い（例．論理的思考力：
学士2.0％　修士：3.2％　博士：4.9％　ポストドクター：11.8％）ことも
示されており、ポストドクターに対する企業側の「食わず嫌い」が生じてい
る懸念がある。

本施策は、以上のような背景を踏まえ、ポストドクターの専門的能力・
知識を産業界で積極的に活用することにより、民間企業の研究開発等の活
性化・高度化に加え、ポストドクターから民間企業へのキャリアパス形成
を促進することを目的としている。

このように、文部科学省においては、組織を越えた双方向の「頭脳循環」
により産学官の潜在能力を最大限に発揮することで、①産学官連携の強化、
②新興・融合領域の創出、および③新たな雇用の創出を目指していく。各
事業の詳細については、平成21年度補正予算の成立後、JST（独立行政法
人科学技術振興機構）のホームページ上で公表を予定している。
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独立行政法人科学技術振興機構（JST）は平成20年12月に産学連携を促
進する活動の一環として、産と学のマッチングを図る新たなかたちの発表
会「産から学へのプレゼンテーション」（以下、産プレ）を開始した。産プレ
の1番の特徴は、企業が技術ニーズを発信することだ。企業からのニーズ
発信は困難だというのが常識の中、開催を続ける「産から学へのプレゼン
テーション」について紹介する。

◆産から学へのプレゼンテーションとは
オープンイノベーションが競争力強化、新産業創

出・新事業創出への有効な手段になるという認識が広
がり、産業界は大学の「知」の活用に対して積極的に
なってきた。そのような中、産と学が出会うきっかけ
づくりとして、大学側から企業側へ研究成果情報を発
信するシーズ主導型の発表会が、これまでに多数開催
されてきた。産プレは、こうした従来の発表会とは逆
に、企業側が、短期的な解決を求めている課題（技術
ニーズ）や中長期的なアライアンスについての展望な
どのニーズを大学側に向けて発信する。

JSTは、この会をきっかけとした、企業ニーズ主導型の「事業化指向が明
確な産学連携」が行われることで、大学等から創出される研究成果の社会
還元がより促進されるものと期待している。

佐藤　比呂彦
（さとう・ひろひこ）
独立行政法人科学技術振興機構
イノベーション推進本部　
産学連携展開部　産学連携担当
主査

科学技術振興機構（JST）が平成 20 年末から実施している「産から学へのプレゼンテー
ション」は、企業が技術ニーズを大学に向けて発信し、産学のマッチングを図る場である。
大学の研究成果＝シーズ主導型の技術移転支援を50 年にわたって行ってきた同機構に
とって、極めて新しい試みだ。

◆開催スタイル
○プレゼンテーション
・時　間：10 分から30 分
 （プレゼン企業と調整。他の企業の聴講はなし。）
・聴講数：30 名から100 名程度
・会　場：主に、JST 東京本部 JST ホール（東京都千代田区）
 今後は、札幌、名古屋、大阪など地域開催も予定
○個別相談会
プレゼン企業ごとに別室にて実施／ 1件 10 分（入れ替え制）
○秘密保持について
プレゼンの場、個別相談会における秘密保持の考え方は、プレゼ
ン企業の意向に添い調整。

http://sangakukan.jp/journal/
45 産学官連携ジャーナル  Vol.5  No.6  2009

企業が技術ニーズを大学側に発信

新しい産学マッチングの場　　　　　　
「産から学へのプレゼンテーション」の狙い

http://sangakukan.jp/journal/


特集　産学官連携の新たな挑戦

◆特徴
○企業がプレゼンテーション
○大学・公的研究機関・TLO（技術移転機構）が聴講
○プレゼンテーション後に、企業個別の相談会を実施
1番の特徴はその名の通り、産からのプレゼンテーション（プレゼン）で

ある。聴講側は大学等に限定している。プレゼン後に、個別の相談会を行
うことで、産と学が連携するきっかけの場を提供する。

マッチングの仕組みは次のようなものだ。企業による「ニーズ情報の発
信」は困難であり、開催告知に掲載するプレゼン情報、当日のプレゼン情
報の量は制限されるという前提で産プレの企画を行い、聴講者としては大
学等におけるコーディネータ等産学連携担当者が中心となる、と想定した。
聴講者（コーディネータ等）は、個別相談の場で、名刺交換による当該企業
の窓口の把握、プレゼン情報の補完、学内シーズ情報を元にした意見交換
等を行い、学内・機構内で展開するための情報収集に努めることとなる。
その後、大学側は、得られたニーズ情報に関係する具体的な研究者・シー
ズ情報を企業に紹介し、企業側、大学側の各関係者・研究者による面談・
会議等を経て、新たな産学連携（マッチング）へと発展するものと期待して
いる。

◆産プレのきっかけ
大学の研究成果（出願特許に基づく技術シーズ）の

企業への発表の場としては、新技術説明会がある。平
成16年度から開始し、本年度2回目の開催となる「電
気通信大学 新技術説明会」で通算100回を迎えた。本
年度も45回の開催を予定している *1。昨年度に引き
続き、開催の集中する時期には、毎週や週2回の開催
頻度となる。

こうした中、連続して何度も参加し個別相談もよく
利用される企業の方が目立つようになった。また、発
表する大学からも「企業のニーズが分かれば研究成果を権利化でき、効率
化や研究推進に生かせる」「この場で発表する技術の選択に役立たせること
ができる」などと意見をいただいた。

これを受け、新技術説明会とは逆に、企業がプレゼンを行い、大学が聴
講、個別相談に並ぶという会の可能性が見え、産プレの企画が生まれた。
企画を行ったのは平成20年2月。ここから企業に対し企画に対する率直な
意見をいただくとともに、プレゼンをお願いする活動を行った。しかし、
企画に関心はあるが参加を決断する企業が現れない、という時期が長く続
いた。決断できない理由としては「やはりニーズは外に話せない」「シーズ
を探すのは自らの仕事である」「シーズを探す活動は行っており足りている」
などが多かった。こうして9月となり、万有製薬株式会社と出会い快諾を
得た。これを弾みとして、12月4日を第1回開催日と決め、すでに1社決
まっている条件として他社を募ったところ、数社が希望することとなった。

◆プレゼン企業（平成 20年度）
万有製薬株式会社
・Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N. J., U.S.A.（米国メルク社）

株式会社アプライド・マイクロシステム
昭和電工株式会社
株式会社テクノスルガ・ラボ
株式会社セラバリューズ
ジーンフロンティア株式会社
旭化成株式会社
TMCシステム株式会社
財団法人衛星測位利用推進センター
株式会社資生堂
スルガ株式会社
レキットベンキーザー・アジアパシフィック・リミテッド

http://sangakukan.jp/journal/
46 産学官連携ジャーナル  Vol.5  No.6  2009

*1：新技術説明会

http://sangakukan.jp/journal/


特集　産学官連携の新たな挑戦

◆平成21年度開催予定
平成21年度についても定期的な開催を計画している。

開催予定は次の通り。8月以降の開催については、プレゼ
ン企業を募集している。いずれも新技術説明会の開催日と
前後した日程とし、集客・来場の相乗効果を狙っている。

●開催予定日
5月20日（終了）、7月30日、8月24日、10月21日、
11月19日、12月21日、1月28日

（8月以降はプレゼン企業募集中）

◆おわりに
シーズを発表する「新技術説明会」に加え、ニーズが発表される「産から

学へのプレゼンテーション」を定着させることで、産学連携が促進され、
新事業・新産業の創出へと発展することを期待する。

その後、毎月1回の開催を行う規模で企業が集うこととなった。参加を決
断した企業には「参加への決断が速い」「シーズを探すことは行っているが、
それに加えて行いたい」という点が共通した。

◆開催状況（平成20年度より）
平成20年度は4回開催した。会場はすべて、JST東京本部（東京都

千代田区）のJSTホール。開催結果の概要は表1の通り。12社がプレゼ
ンし、延べ664人の大学・TLO等からの聴講があった。個別相談数は
106件で、1社平均8.8件となる。最も多かったのは1社で15件という
ケースで、プレゼン後2時間30分にわたって、個別相談が行われるな
ど大学等聴講者の積極性がうかがえた。

聴講者の所属内訳は表2の通りである。平均約39機関から聴講があっ
た。4回の開催で、重複を除いた機関数は84機関である。大学（高専含
む）が1番多く60機関で7割を超える。延べ聴講数を地方別に見ると、
図1の通りで、関東が1番多い。中でも東京が1番多く全体の45％を占め
る。このように、開催地により聴講者の動向は左右されるので、今後は各
地域での開催を検討している。

表 2　聴講者所属の内訳（平成 20 年度末時点）

聴講者所属種別 第一回 第二回 第三回 第四回 合計（重複を除く）

大学 30 24 32 33 60

公的研究機関 4 − − 2 6

TLO 4 2 4 4 8

官公庁・自治体・財団 5 3 1 2 9

JST 1 1 1 1 1

合計 44 30 38 42 84

北海道　2
1％

東北　9
4％

関東　152
64％

甲信越　8
3％

東海　23
10％

北陸　2
1％

近畿　7
3％

中国　23
10％

九州　10
4％

図 1　聴講者の都道府県分布

開催数　　　　　　　　　　　　4 回

（開催日）
　第一回　2008 年 12 月 4 日
　第二回　2009 年 1 月 21 日
　第三回　2009 年 2 月 26 日
　第四回　2009 年 3 月 26 日

プレゼン企業数　　　　　　　12 社

延べ聴講数　　　　　　　　 664 人

個別相談数　　　　　　　　 106 件

表 1　開催結果概要　　　
　　　 （平成 20 年度末時点）
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特集　産学官連携の新たな挑戦

◆「バトンゾーン」とは
独立行政法人理化学研究所（理研）では、研究成果を効果的に産業界へ技

術移転することを目指し、理研の研究者と企業の研究者・技術者が、1つ
のところで、一定期間、同じ方向に、全力で突き進む場と制度を設け、こ
れを陸上競技のリレーを模して「バトンゾーン *1」と呼んで推進・運用して
いる。

この制度の中核となるのが「産業界との融合的連携研究プログラム」であ
る。2004年の制度開始以来、現在までに多くの技術移転の成功を収めた
ことから、理研ではこの成功を基に、これまでに整備してきたさまざまな
制度の位置付けを図1のように整理している。

◆産業界との融合的連携研究プログラム
基礎研究を産業界の視点で見た場合、そこから生まれる研究成果（バト

ン）は、市場の要求（バトンの受け手）も社会的価値（バトンの内容）も不明
確な場合が多い。一方で、企業活動はそのいずれもが明確でなければなら
ないから、産業界への技術移転とは、この対極にある活動の間の橋渡しで
あるということができる。しかし、これまでは、研究成果の社会的価値を
明確にするということで特許出願をするものの、受け手は依然として不明
確なまま実施されずに埋没するか、受け手を明確にするということで特定
の企業と共同研究を実施するものの、
研究者の興味と企業側の目的とが整
合せず実用化に至らないといった例
が少なくない。
「産業界との融合的連携研究プログ
ラム」は、理研と企業の共同研究の一
形態であるが、そこで実施する研究
課題とともに、研究を指揮するチー
ムリーダーを企業から受け入れるこ
とを特徴とする制度である。理研の
中に理研の研究者と企業の研究者・
技術者との混成チームを作ることで、
論文や特許などのいわゆる形式知だ
けではなく、ノウハウやコツといっ
た暗黙知までも効果的に移転するこ

生越　満
（おごし・みつる）
独立行政法人理化学研究所　
知的財産戦略センター　
知的財産戦略グループ
企画戦略チーム チームリーダー

理化学研究所では、産学技術移転の新モデル「バトンゾーン」というコンセプトのもと「産
業界との融合的連携研究プログラム」をはじめとする諸制度を推進している。従来の「リ
ニアモデル」との違いは？

*1：「バトンゾーン」の諸制度
については、理研知的財産戦略
センターのホームページを参照。
http://r-bigin.riken.jp/bigin/
　また、同センターでは、理研
の技術移転に関する歴史や「バ
トンゾーン」諸制度の現状や将
来構想について、１冊の本にま
とめた。
　理化学研究所の挑戦 産学技
術移転の新モデル「バトンゾー
ン」. 丸山瑛一監修 . 理化学研究
所知的財産戦略センター編 . 日
刊工業新聞社 ,2009,182p．

図 1　理研の「バトンゾーン」
http://sangakukan.jp/journal/
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とが可能となる。チームリーダーは、自社の市場調査や技術動向調査の担
当者を応援団としてビジネス面の全責任を有し、理研から参加する副チー
ムリーダーは、理研の研究設備や協力研究者、研究支援部門を応援団とし
て技術面の責任を担うことになる。このように役割分担を明確にすること
は、理研と企業という異文化の共存による不要なトラブルを回避する一助
にもなる。

また、このプログラムは3～5年の時限付きであり、期間が終われば、
チームリーダーは企業に戻り、副チームリーダーは研究室に戻る。理研の
研究者は本業が研究であり、自身の研究成果が実用化されることに関心は
あっても、その多くは最終的な製品化まで携わることはない。しかし、こ
のプログラムを経験することによって、直接的には出願特許の補償金が期
待できるし、間接的には産業界のニーズに接することで自分自身の研究
テーマに新機軸を見いだすことも可能となる。一方、企業側の参加者は、
プログラムによる技術移転が順調に進み新規事業に発展すれば、企業内で
の実績となることはもちろんのこと、理研内での交流や学会参加の機会に
構築する人脈形成なども将来の大きなメリットとなるに違いない。

◆プログラムマネージャーの役割
チームリーダー、副チームリーダーと並んで、このプログラムで重要な

役割を演ずるのがプログラムマネージャーである。プログラムマネージャー
は、プログラム全体の円滑な運営に責任を持つので理研の知的財産戦略セ
ンター長が務め、予算配分、人事、計画の修正・中止に及ぶ強大な権限を
有する。このプログラムは、理研と企業という異文化が衝突する場であり、
それぞれの利害や思惑が交錯することから、対立に発展する可能性を常に
持っている。悪くすると、当事者同士の感情のもつれに発展して取り返し
のつかないことになりかねない。

利害対立の場で効果的な調停を行うためには、調停者が、時には計画中
止も含む強大な権限を持つことが必要である。計画の提案段階から、この
ような調停には企業機密が絡むので、外部委員を含む委員会方式で結論を
出すわけにはいかない。強大な権限を持つプログラムマネージャーの下、
少数の固定メンバーが守秘義務を前提にトラブルの解決に当たることにな
る。プログラムマネージャーは、研究活動と企業活動の両方を理解し、時
に実施上の重要な決定を行い、研究成果を産業界に技術移転するために必
要不可欠な役回りといえる。

◆「バトンゾーン」のこれから
理研のバトンゾーンは、このほかにも、企業の中長期的な開発領域に取

り組む「産業界との連携センター制度」や、研究者自らが研究成果の実用化
や普及のために起業したベンチャーを支援する「理研ベンチャー支援制度」
がある。2008年には、研究投資会社との連携 *2 により、理研技術を実業化
に向けて成熟化するためのプログラムを開始するなど、常に発展的なダイ
ナミズムを持っている。

理研は、1917年の創立以来、わが国の産業発展に尽くしてきた輝かし
い歴史を持ち、その精神は現在も脈々として研究活動の底流に生き続けて
いる。常に異文化を取り込み、必要に応じて「バトンゾーン」の見直し、ま
た新しい制度を構築するなど、研究による社会貢献を目指し、理研は挑戦
し続けている。

* 2 ： h t t p : / / w w w .
r i k e n . j p / r - w o r l d / i n f o /
info/2008/081030/index.
html
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◆ iPS細胞の発見とその実用化
2007年11月、京都大学の山中伸弥教授がヒトの体細胞から多能性幹細

胞を人工的に作製したことを報告した。このiPS細胞（人工多能性幹細胞）
の作製は画期的な科学上の発見であるのみならず、再生医療や細胞移植医
療における重要かつ基本的な技術の1つとして、また創薬のツールとして
も注目を集めている。

この生まれたての成果の実用化には、iPS細胞を作製するための基本技術
のさらなる発展とともに、iPS細胞から機能細胞への分化誘導技術の発展が
不可欠である。この分化誘導技術は先行するES細胞（胚性幹細胞）で発展
した技術も利用して進められている。

iPS細胞研究の成果を一刻も早く社会へ還元するためには、このような
多岐にわたる研究開発を国内外の多数の大学研究機関が壁を越えて協調し、
同時並行的に行うことが必要となる。そのためには、これらさまざまな技
術にかかわる多数の研究機関の知財の円滑な利用が不可欠となる。

このような状況の下で、iPS細胞の実用化を促進するには、本技術の権利
を1機関が独占し、この技術の研究開発を抑制することがないように、ま
た一定の条件のもと、国内外の多数の研究機関が保有する権利を相互に利
用できるような創造的かつ協調的な組織の構築が必要とされる。

関連の知財を相互に利用する環境を整えるために、それらを所有する国
内外の研究機関と国際的な交渉を行う実務者の確保、迅速な意思決定体制、
また重要な特許を海外の多数の国に出願する経費の確保、さらには出願を
維持し、管理するための自由な資金を確保することは、上記目的を達成す
るための組織にとって必須である。しかしこのような組織を大学内に置く
ことは、大学の知財管理のための資金的な裏付けが脆弱（ぜいじゃく）な現
状では難しいと考えられた。

◆ iPSアカデミアジャパン株式会社の設立
京都大学では、iPS細胞研究の実用化にあたっては多数の壁を越えて協調

して活動する効率的な知財管理・技術移転組織を学外に構築することとし、
iPSアカデミアジャパン株式会社（iPS-AJ）を平成20年6月に設立した。

山本　博一
（やまもと・ひろかず）
京都大学産官学連携センター　
特任教授

京都大学の山中伸弥教授が発明した、ヒトの体細胞から多能性幹細胞を人工的に作製す
る技術は再生医療の基本的な技術であり、創薬のツールとしても注目されている。その
研究成果の一刻も早い社会還元が求められている。同大学のiPS 細胞知財戦略のポイン
トは、その知財管理・技術移転を行うiPS アカデミアジャパン株式会社を、学外の組織
として設立したことである。
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iPS-AJはほかの大学・機関にも開か
れた組織を目指して設立された。その
ため大学が知財（人材を含む）を拠出し、
産業界が組織の支配権を獲得しない方
法で資金を拠出する組織構築を基本方
針として、さまざま検討を重ね、図1に
示すように有限責任中間法人（現、一般
社団法人）および株式会社への匿名組合
出資を行う組織構築がなされた。資金
提供はこの趣旨に賛同した企業にCSR
活動の一環として資金の拠出を受けた。

京都大学のiPS細胞に関する知財のラ
イセンスは、非独占での許諾を基本と
し、非営利機関へは無償、営利機関へ
は適正かつ合理的な対価をポリシーとしている（総合科学技術会議による

「大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権につ
いての研究ライセンスに関する指針（平成18年）」「ライフサイエンス分野
におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針（平成19年）」）。

iPS-AJは京都大学より複数の特許の実施許諾を受け、ライセンス活動を
行っている。

iPS-AJ（代表取締役社長：吉田修）は本社を京都市上京区に置き、現在常
勤者7名の体制で業務を行っている。iPS細胞関連特許のライセンスアウト
に関しては、平成21年3月以降、国内の企業2社とライセンス実施許諾契
約を交わし、さらに現在複数の国内外の企業と交渉を行っている。また京
都大学以外の機関からの関連特許のライセンスインの交渉も始まっている。

◆今後の方向性
京都大学では、日本国内におけるiPS細胞関連研究プロジェクト参加大

学・機関との、今後生まれる知財の集約化体制構築への計画立案と交渉、
iPS/ES細胞誘導技術に係る過去の研究成果の知財を所有する組織との集約
化の交渉、iPS細胞技術の実用化の促進に向けてiPS-AJによる知財の非独
占を基本とするライセンス活動を行っている。加えて、公的研究プロジェ
クトからの研究資金の獲得などを通じて、iPS細胞の標準化に向けた研究開
発の支援などを行っている。またiPS-AJと協力し、ライセンス希望先への
情報提供、マーケット調査、技術動向調査、周辺特許調査、企業ニーズ把
握のための調査、産学連携のマッチングイベントへの参加を通じた実用化
の促進などの活動をしており、iPS細胞研究の実用化に向けてのハブ機能を
京都大学は果たしていく用意がある。

今後の特許の維持管理については、JST（独立行政法人科学技術振興機構）
の援助を受け2006年出願（WO200769666）の権利化に向けて継続して注
力しているところである。また米国におけるinterferenceが予想されるな
ど資金面においても人材の面においてもこれまでに備えた資源を活用し対
処すべき課題が多々存在すると考えている。

図 1　iPS アカデミアジャパン株式会社の事業展開
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日本製薬工業協会（製薬協）は、2008年11月から、大学などの研究機関
がiPS細胞関連の研究成果を米国で知的財産とすることを支援する「知財支
援プロジェクト」を、1年間の時限で独自に推進している。

医薬品は、知財戦略による製品の保護が非常に強力である。世界の医薬
品市場のおよそ50％が米国。強い製薬企業として生き残るには、知財戦略
に基づいた、米国で通用する特許の取得が必須条件。一方、強い製薬企業
には「より良い薬を生み出すことにより、国民の健康の向上に奉仕する」と
いう理念が遺伝子の中に組み込まれている。当プロジェクトはこの2つの
要因から生み出された。

◆研究機関を訪問しアドバイス
製薬協の理事会社13社の資金拠出による当プロジェクトは、製薬企業

OBにより構成されている。iPS細胞関連の研究が行われている大学等の研
究機関を訪問し、研究部門と知財部門の方々が同席されている場で、研究
者の方、知財部門の方それぞれに、米国の特許制度の特徴とそれを活用し
た米国への出願戦略の考え方を製薬企業での経験に基づいて説明する。研
究者の研究内容をご説明いただいたような場合には、守秘義務のもとに米
国出願の考え方などをアドバイスしている。

iPS細胞関連の研究を行っている大学等の研究機関については、各種の公
開情報等を参考に選び、当プロジェクトの活動をご案内し、受諾いただい
た施設から順次、訪問している。図1で個別に挙げた施設は、2009年5月
29日の時点で訪問したか訪問日程が確定した施設、それ以外の候補施設に
ついては、活動のご案内と日程調整を鋭意進めている。これまで訪問した
いずれの研究機関でも、本プロジェクトからの説明は大好評だ。研究者の
方は「初めて聞く話」とのこと。知財部門の方にとっても、製薬企業が行っ
ている仮出願などの、米国特許制度の特徴を利用した出願戦略は「想像し
てみたこともない考え方」とのことである。

製薬協が米国での特許の権利化を支援する第1の理由は、iPS細胞関連の
研究のゴールの1つが再生医療だからである。医療環境等の要因を考慮す
ると、再生医療が最も早く実用化されるのは医療分野のマーケットシェア

秋元　浩
（あきもと・ひろし）
日本製薬工業協会　知的財産顧問
知財支援プロジェクトリーダー／
財団法人バイオインダストリー
協会　知的財産委員会委員長／
東京大学大学院　客員教授／
九州大学　特任教授

世界の医薬品市場のおよそ半分が米国。強い製薬企業として生き残るには同国で通用す
る特許権の取得が必須だ。製薬企業の集まりである日本製薬工業協会は、大学など研究
機関がiPS 細胞関連の研究成果を同国で知的財産とすることを支援するプロジェクトを
実施している。
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が最も大きい米国になると考えられる。再生医療のゴールである治療方法
は、米国では特許になるが、日本では特許を取ることはできない。米国で
iPS細胞を使った治療方法の強い特許を取ることができれば、ベンチャー
が、その特許を使って技術をインキュベートして事業化することができる。
iPS細胞関連の研究が治療方法にたどり着くには多くのブレークスルーが必
要である。そのような研究成果も特許になると思われる。また、1つの治
療方法を実現するには、多くの特許が関係することになる可能性が高いの
で、これらの特許化を強力に推進する必要がある。また、iPS細胞関連の研
究は、治療方法以外にも広範に展開されると思われる。知財支援プロジェ
クトは、それらをすべて支援している。

第2の理由は、米国と日本で特許制度がかなり異なるからである。日本
の大学や研究機関の知財部門は、日本の特許制度を中心に考えており、ま
た世界のマーケットシェアを意識していない傾向があり、米国の特許制度
の特徴を基礎とした世界戦略を立てることはほとんどないようである。

iPS細胞は日本発のバイオ分野でのノーベル賞級の発明。この支援活動
で、日本の大学・研究機関の研究成果が米国で適切に権利化されれば、日
本のiPS細胞や再生医療に関連する学問・技術の水準が世界のトップレベ
ルであることを証明することになる。これが当プロジェクトが目指してい
るゴールである。残された期間で、より多くの施設を訪問し、お役に立て
る支援活動を行っていきたいと思っている。

図 1　製薬協・知財支援プロジェクト
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この号（「産学官連携ジャーナル」2009年6月号）につくば関係の記事を
並べるようになったきっかけは、筆者が今年2月24日、東京・秋葉原で開
催された「第2回つくば産産学連携促進市inアキバ」（つくば市主催）をのぞ
いたことだった。この催しでは、ロボットスーツ「HAL」を開発した山海嘉
之筑波大学大学院教授の基調講演とベンチャー企業13社の新技術発表が行
われた。展示コーナーにはこの13社のほか、国立環境研究所、物質・材料
研究機構、筑波大学など約15機関が出展した。

見学の狙いは新技術に加え、ベンチャー企業と地域産業の行方を探るこ
とだった。「つくばの研究機関は東京に顔を向けていて地域としてのまとま
りはない」と聞いていた。一方で、筑波大学は産学連携に熱心で、同大学
発ベンチャー企業数は累積で65社になり、東京、大阪、早稲田、京都の
各大学に次いで5位 *1。これが地域産業をどう刺激しているのか。さらに、
つくばエクスプレスが地域をどう活性化しているのかも知りたかった。

◆自治体は企業誘致を前面に
受け付けを済ませて、主催者のつくば市のコーナーで見たのは「企業誘

致に頑張る全国20自治体の1つに選ばれた」という趣旨の張り紙。テーブ
ルの上には、それを報じた2007年12月の新聞記事のコピー（見出しは「企
業立地取り組み評価／経産省　つくば市に感謝状」）、「企業立地のご案内」
のパンフレットなど。隣の茨城県のコーナーには、住宅・商業・業務用地
をお求めの皆さまへとうたった「つくばエクスプレス沿線土地情報」の資料。
そのまた隣の独立行政法人都市再生機構が並べている資料は、企業・デベ
ロッパー向け用地のご案内。

確かに、外部から企業を呼び込むことは産業振興、地域活性化の極めて
有力な方法だ。市などは「産学連携」を誘致の旗印に利用しているように見
える。だが「ちょっと違うんじゃないですか」というのが第一印象だ。ハイ
テクベンチャーの新技術発表会と、自治体の「企業誘致」一色のアピールが
にわかに結び付かなかったからである。

しかし、会場で取材を進めるうちに、最初の印象とは違うつくばの顔が
見えてきた。つくば市は人口20万人余りなのに、筑波大学発を含む研究開
発型ベンチャー企業がおよそ200社もある。その一部は孵化（ふか）しつつ
ある。産学連携も進んでいる。同市は6月、他機関のビジネス・インキュ
ベーション施設を卒業し、規模拡大を目指すベンチャー企業を受け入れる
施設（6部屋）を開設する予定という。ただ、地域のこうした魅力、変化に
気付いているのはごく一部の人で、情報が全く共有化されていない。

後日、事実関係を確認するとともに、関係者と議論を重ねて論点を整理
し、つくば地域における、産学官連携による内発型の産業振興の可能性を
探ったのがここに紹介する「つくばの目覚め」の記事群である。

（登坂 和洋：本誌編集長）

*1：「平成 19 年度大学発ベン
チャーに関する基礎調査報告
書」（経済産業省）
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◆はじめに
株式会社つくば研究支援センターは、世界有数の研究開発機関が集積

する「サイエンスシティつくば」に立地するという特長を最大限に活かし、
産学官連携による新事業の創出と地域の活性化を目指すセンターとして
1988年に設立された（写真1）。

設立当初から、つくばにおける産学官連携ネットワークの形成や産学官
連携プロジェクトのコーディネーションを通して新事業の創出を推進して
きたが、さらに近年は、ベンチャー企業による新事業の創出を目指して、
ビジネス・インキュベーション事業 *1 にも大きな力を注いでいる。

ここでは、つくばのベンチャー企業に対して当社がどのようにビジネス・
インキュベーション事業を行い、新事業の創出を推進してきたかについて
紹介したい。

◆当社におけるビジネス・インキュベーション事業の始まり
今から7年前、当社では施設内に「創業準備ルーム」

という名の小さなシェアードオフィスを4つ作った。
わずか30m2 の部屋をパーティションで4つに区切り、
1番小さい部屋は3m2。事業を始めるのに必要最小限
の机・キャビネット・インターネット環境を整え、こ
れから起業しようという人に「第一歩を踏み出す場」
として提供した。

これが当社にとっても、ビジネス・インキュベー
ション事業の第一歩だった。現在では20区画のシェ
アードオフィスに16社が入居しており、その後、茨
城県が当社敷地内に作ったインキュベーション施設

「つくば創業プラザ」（管理運営は当社）の24室とともに、
ベンチャー企業のスタートアップを支えている。

また、この施設の設置と並行してベンチャー企業の創業サポート体制を
充実させた。まず社員をインキュベーションマネージャーとして育成し、
企業の立ち上げを支援するとともに、社会保険労務士、税理士、行政書士

石塚　万里
（いしづか・まり）
株式会社つくば研究支援センター
総務企画部　創業支援室長
インキュベーションマネージャー

*1：ビジネス・インキュベーシ
ョンとは、事業を始める人また
は始めて間もない人に対して、
不足している知識や資源を補い、
その成長を促進させる活動であ
る。施設整備のほか、インキュ
ベーション・マネージャー（起
業家を総合的にサポートする者）
が各種支援機関や専門家との連
携のもと、会社設立から事業計
画策定、研究開発、販路開拓ま
で幅広く支援する活動を指す。

写真1　株式会社つくば研究支援センターの外観

茨城県、日本政策投資銀行のほか、三井物産、東京電力など大手企業約70社が出資し
ている第3セクター、株式会社つくば研究支援センターの業務の柱の1つがビジネス・
インキュベーション。現在入居しているベンチャー企業は約40社。同じ施設内に県が
作ったインキュベーション施設「つくば創業プラザ」の管理運営とあわせ、地域のベン
チャー企業による新事業創出を最前線で支えている。

つくばの目覚め

つくば発ベンチャー企業の育成
-新事業の創出を目指して-
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といった専門家の支援ネットワークを構築し、無料相談会を実施した。こ
れらのネットワークに参加してくれる専門家は、当時まだ業歴の浅い人が
ほとんどであったが、ベンチャー企業とともに歩み、親身に起業家を支え
てくれた。ちなみに、それから7年がたった今、彼らはそれぞれベンチャー
サポートのエキスパートとなり、さらに力強くつくば発ベンチャー企業の
成長を支えている。

◆つくば発ベンチャー企業の成長と当社の役割
当初施設内の企業を中心としたこれらの活動は、つくば発ベンチャー企

業の急増とともに、その対象はつくば発ベンチャー企業全体に広がった。
特につくばのベンチャー企業は、高い技術力を持ちながら経営力の伴わな
い企業が多いため、社内の人的体制が整備されるまで、インキュベーショ
ンマネージャーや専門家の支援が必要であり、同時に当社の役割も重要に
なっていった。

また、創業支援から始まった当社のビジネス・インキュベーション事業
は、企業の成長とともにその範囲を拡大している。

例えば、ベンチャー企業が競争的研究資金を獲得しようとするとき、当
社は管理法人を引き受け研究の推進と事業化を支援する。この5年で地域
新生コンソーシアム研究開発事業など、実に7件の管理法人を行ってきた。
また民間からのスピンアウトベンチャーが研究機関との共同研究を望むと
きは、そのパイプ役ともなり、電子回路のシミュレーションソフトを開発
しているあるITベンチャーは、自社で開発したソフトに研究機関の解析技
術を取り入れることで競合大手をしのぐ製品を作り上げた。

また、当社が主宰するBio Tsukubaというバイオベンチャーのネットワー
クでは、分析・計測技術を持つ会員のベンチャー企業11社が「つくばバイ
オビジネス・ネットワーク」という組織を立ち上げた。ここではお互いの
得意分野を活かして共同受注を始め、少しずつではあるが成果を上げてい
る。当社はインキュベーション事業の一環として、また産学官連携促進事
業の一環としてこれらの活動を側面から支えている。

◆新事業の創出とその成果の普及に向けて
つくば発ベンチャー企業によりさまざまな製品やサービスが生まれてい

るが、新事業の創出が成功したと言えるのは、製品やサービスが売れてか
らである。ベンチャー企業の製品やサービスが市場に受け入れられ普及す
るまでには高いハードルがあり、製品の信用力や企業の知名度の低さ、営
業力の弱さを克服していくことが今後の課題である。

数年前から、つくば発ベンチャー企業の間からも、販路が開拓できず行
き詰まっているという声が数多く聞こえてくるようになり、これを打開す
るため、私たちは販路開拓支援にも力を入れた。

例えば、ベンチャー企業1社単独では資金的に出展が難しい大規模な専
門の展示会に数社で共同出展したり、大手企業のOBを抱えるNPOととも
に個別の販路開拓支援事業を実施したり、大手企業とベンチャー企業のビ
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ジネスマッチング会を開催したりしている。
この中で特徴的なものとしては、KSP（かながわサイエンスパーク）を中

心に当社をはじめ全国のインキュベータが共同で開催している「ベンチャー
マッチング商談会」が挙げられる。この商談会は、あらかじめ大手企業
がベンチャー企業に求める技術の「ニーズリスト」を作成しておき、ベン
チャー企業がこれに提案する形で商談を行う。大手企業のニーズリストが
あるので、マッチングの確率の高い商談会になっている。また、1インキュ
ベータだけでは大手企業が興味を持ち続けるレベルのベンチャー企業およ
びその提案はそろわないが、全国のインキュベータが協力することで、大
手にとってもベンチャー企業にとっても魅力ある商談会が継続できている。

当社独自の事業の中で特徴的なものとしては、三
井物産株式会社と共催で行っている「つくばビジネス
マッチング会」（写真2）が挙げられる。毎年、東京・
大手町の三井物産本社に同社関係者のほか、メーカー
やベンチャーキャピタルの人など約150名に集まっ
ていただき、つくば発ベンチャー企業10社が事業お
よび技術のプレゼンテーションを行う。これは当社の
発起人株主でもある三井物産の多大な協力のもとに実
現しているもので、将来は同社とつくば発ベンチャー
の連携により大きなビジネスを生むことができればと
願っている。

◆これからの役割
これらのマッチング会は、高い技術力を持つベンチャー企業と大手企業

のマッチングを目的に開催しているため、下請け受注ではなく、ある面で
は対等の立場でのマッチングを目指している。これまでにもベンチャー企
業の技術が大手企業の製品に組み入れられるなど大きな商談が成立したも
のもあるが、簡単に話が進むものは少ない。

商談成立の確率は今のところ高くはないが、こうしたマッチング会には
もう1つのメリットがある。それは、今、大手企業が求めている技術、こ
れからのトレンドを知ることができることだ。どんなに素晴らしい性能を
持つ製品ができても、時代の要請に合わなかったり、大手企業の研究開発
が別の方向へ歩み出している場合がある。どうしてもシーズ発となりがち
な産学連携やその成果を売るベンチャー企業にとって、大手企業との商談
は、ニーズからのアプローチに目を向ける重要な機会となる。

現在、景気の悪化で足踏みをしているベンチャー企業が多いが、これを
乗り越えて次の時代を切り開くためにも、時代のニーズを的確にとらえて
前進していかなくてはならない。同時に私たちも、さらに効果的な商談会
の在り方を探るとともに、民間企業OBの活用などを通して、可能な限り
時代と地域が求める役割に応えていきたいと思っている。

写真2　三井物産株式会社で開かれた　　　　　
「つくばビジネスマッチング会」
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◆経緯
世界有数の科学技術研究集積地である筑波研究学園都市を有するつく

ば市は、人口21万人の中規模な都市ながら、ここ数年で研究開発型ベン
チャー企業が200社以上創出されている希有（けう）な都市である。つくば
発のベンチャー企業の中には、ロボットスーツHALの研究開発・生産を行
うことで世界的にも有名なCYBERDYNE株式会社等、将来の成長が楽しみ
なオンリーワン企業が数多く含まれている。

そのようなベンチャー企業の多くがつくば市内で大きく成長し、研究開
発・生産拠点を拡大させ、多くの雇用を生み出し内発型の新たな産業集積
を形成することができれば、地域経済の活性化に大きく貢献する。

これまでつくば地域においては、自治体や各機関・団体におけるソフト
的な新産業創出支援に加えて、第3セクターの株式会社つくば研究支援セ
ンター、筑波大学、独立行政法人産業技術総合研究所等がインキュベー
ション施設を提供することで、ベンチャー企業の創出をリードしてきた。

その結果として、200社を超えるベンチャー企業の創出に結び付いてい
るのであるが、優れた技術・製品を保有し、順調に孵化（ふか）・成長して
いるベンチャー企業といえども、企業としては経営基盤がまだ脆弱（ぜい
じゃく）であることが多い。

また、インキュベーション施設の入居期限の満了後や規模の拡大により、
新たな拠点において事業展開をしようとした場合、つくば市内で適当な大
きさのオフィスやラボ等を見つけることに苦慮している事例が多く、つく
ば市を離れて東京都内や千葉県等に転出する事例も確認されている。

ベンチャー企業の支援は、地域経済の活性化に向けた先行投資である。
地域がその恩恵を得るには長期的な展望のもと、企業の成長段階に応じた
継続的な支援、特にポストインキュベーション施策が必要であると考える。

以上から、つくば市では今年の6月に、つくば発の将来有望なベンチャー
企業の成長の受け皿として、ポストインキュベーション施設の「つくば市
産業振興センター」を開設することとした。

◆ポテンシャルを活かした内発型の産業集積
つくば市産業振興センターは、市内にあるほかのインキュベーション施

設より大きめのオフィスサイズの設計とし、市内中心部の利便性のよい場
所に位置している。また賃料も安価に設定している。ベンチャー企業が成

関　武志
（せき・たけし）
つくば市経済部長

つくば市は今年 6 月に「つくば市産業振興センター」を開設する。51 ～ 145 平方メー
トルの部屋が6 つあり、成長過程にあるベンチャー企業に低料金で貸す。他機関のイン
キュベーション施設を卒業し、規模拡大を目指す企業の受け皿だ。
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取り組み
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長期に移行するための橋渡しとして、成長性が高く将来有望なベン
チャー企業で、かつセンター退去後も引き続きつくば市に拠点を置
き事業展開をしたいと考えているベンチャー企業を対象として、セ
ンターに入居している間に安定した経営基盤をある程度つくっても
らうことを狙いとしている。

つくばには、知的な環境、都市的環境、および豊かな自然環境が
融合した「つくばスタイル」といわれる独特のライフスタイルがあ
る。また、つくばエクスプレス（TX）の開通により都心まで45分で
結ばれたことからも、よいビジネス環境が整っている。そうした環
境が気に入り、つくばで末永く操業していきたいと考えている起業
者が多く存在していると認識している。このような起業者を支援す
ることは、市としても意義のあることであり「つくばで創業し、つ
くばで成長する」という内発型の産業創出のサイクルが確立されるものと
期待しているところである。

◆今後の展望
産学官連携による継続的なイノベーションの創出を契機として、それに

よって生み出されるベンチャー企業を成長させ、内発型産業集積（産業ク
ラスター）を形成するためには、産業振興センターの整備に続く産業振興
施策を展開していく必要があると考えている。

企業の成長段階をホップ・ステップ・ジャンプで例えると、インキュ
ベーション施設がホップで、つくば市産業振興センター（ポストインキュ
ベーション型産業施設）がステップ、ベンチャー企業が大きく羽ばたくた
めのジャンプ台として、ポストインキュベーション型の産業団地（ミニ研
究団地）も必要だと認識している。

このため、つくば市では、成長期に移行し、自ら用地を取得し、設備投
資を行うベンチャー企業の域を超えたベンチャー企業を対象とした「つく
ばハイテクパーク（仮称）」の整備を検討している。

これにより、従来型の生産工場など企業誘致等による地域振興のみでな
く、外発型と内発型の産業振興を両輪とした新たな地域活性化のスタイル
を確立させ、自律的な地域経済の活性化を目指したい。

◆おわりに
筑波研究学園都市の建設から30年がたち、やっと新産業創出が芽生え、

ここ数年で研究機関と企業との連携や研究機関同士の交流等がいよいよ本
格化し、新たな展開が出てきたところである。

これからの5年、10年は筑波研究学園都市の成果が真に問われるときで
あり、これまでの展開を土台として、さらに真に機能するつくばならでは
の産学官連携の在り方をつくっていかなくてはならない。それにより、継
続的に新産業を創出していくダイナミズムをつくり出すことこそ、筑波研
究学園都市の果たすべき役割であると認識している。

筑波研究学園都市の科学技術集積の芽が、そこから生まれるイノベー
ションの花が、世界に向かって開き、筑波研究学園都市が世界から期待さ
れる役割を果たせるよう、今後もなお一層の取り組みを図っていきたい。

●つくば市産業振興センターの
　概要
①所在地：茨城県つくば市吾妻
2-5-1（TX つくば駅 A1出入口か
ら徒歩約 5分）
②ルーム数：6部屋
③ルームサイズ：51m2（1）、　　
約 100m2（4）、145m2（1）
④利用料：m2 あたり月 2,500 円
⑤ルーム利用期間：利用期間は、
1 年以内（ただし、1 年ごとの
更新で最長 4年更新可能）。
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筑波大学は総合大学としてさまざまな技術シーズを有しているが、つく
ば地域において最近特に活発化している産学連携活動はITとロボットの分
野である。

◆ IT関連の地域連携
つくばでは、文部科学省の「都市エリア産学官連携促進事業」が2002年

度から2007年度まで実施された。前半の3年間は成果育成型事業で、後
半の3年間は「発展型」の事業として引き継がれた。この事業は、大学等の

「知恵」を活用して新技術シーズを生み出し、新規事業等の創出等を図ると
ともに、産学官連携基盤の構築を目指すものである。

これは茨城県が提案者となって申請したものであり、筑波大学のほか、
独立行政法人産業技術総合研究所、同農業・食品産業技術総合研究機構が
中核機関となって、株式会社日立製作所やその関連会社、電子機器メー
カー等多数の企業が参加し、次世代型マルチメディアの開発や、高精細映
像情報モニタリングシステムの開発など、IT関係を中心に研究開発が行わ
れた。

この事業によって、例えば、多数のセンサーやデバイスを搭載した高機
能なフィールドサーバー・エンジンを開発し、このエンジンを用いた監視
カメラをつくば市の不法投棄エリアに設置、映像サーベイランスを実施す
るなどした。この装置は無線LANでインターネットに接続できるため、遠
隔地のパソコンからリアルタイムで監視できるとともに、保存画像を用い
て不法投棄者を追跡できるなど、実用化につながる成果を挙げることがで
きた。

こうした大規模な研究機関が相互に連携協力して成果を挙げる一方、筑
波大学の学生の間からも有望なIT関連企業が生まれた。

株式会社ニューフォレスター（2005年2月設立、星野厚代表）は、コン
ピューターソフトウエアの研究開発などを行う学生起業のベンチャーであ
る。同社の開発する「スポーツミラー」は、パソコンに接続したデジタルビ
デオカメラまたはウェブカメラで撮影した映像を任意の時間遅延させて表
示するソフトで、体育の授業やゴルフ練習等で動作確認用に使用されてい
る。

新谷　由紀子
（しんや・ゆきこ）
筑波大学　産学リエゾン
共同研究センター　准教授

研究機関が集積している茨城県つくば地域ではベンチャー企業が相次いで誕生し、大学
などと連携して研究開発を進めている。筑波大学の産学連携活動をIT とロボットに絞っ
て紹介する。
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また、ターンテーブルを模したDJ用の音楽再生用プレーヤーソフト「iPJ」
は、iPhone用に作成したものであるが、インターネットショッピングサイ
トを通じて62カ国で販売されており、無料試用版は3カ月で5万件のダウ
ンロードを記録している。

同社は創業当初の目標に地域振興を掲げ、2008年には筑波研究学園都
市発ベンチャー企業のネットワーク「T’ znet」を構築、各社との協力体制を
整備して「つくば」のブランド化戦略を図っている。

こうしたベンチャーの連携の広がりは、2005年12月の「筑波大メンター
の会」の設立が発端になっているといえるだろう。筑波大学卒業生や、つ
くば市在住企業経営者による筑波大学発ベンチャーを支援する会員組織が、
ベンチャーのよき協力者になっている。

また、仮想ネットワーク（VPN）構築ソフトウエア「PacketiX VPN2.0」の
開発・販売で大きな実績をつくった学生発ベンチャーのソフトイーサ株式
会社（2004年4月設立、登大遊代表）は、つくばエクスプレス（TX）つくば
駅前に拠点を設けて活躍している。

同社は、2008年12月から、ギガビット広域イーサネット専用線サービ
ス「HardEther」も開始した。このサービスは、筑波大学の教員が起業した
ベンチャーのCYBERDYNE株式会社（2004年6月設立、山海嘉之代表）か
らの相談がきっかけとなった。2拠点間800Mbpsという高速を保証し（最
大1Gbps）、しかも低価格を実現した。

さらに、同社は、中小・ベンチャー向けの割引価格を設定するなど、地
元の企業支援も始めている。また、筑波大学との共同研究を実施しており、
つくばの地の利を十分に活用しているといえる。

◆ロボット関連の地域連携
リハビリや自律動作支援、重作

業支援用のロボットスーツ「HAL」
の研究開発で有名になった前掲の
教員発ベンチャーCYBERDYNEは、
実用化の段階に入った。2008年
10月にTX研究学園駅前に新社屋
を設け、付近の大型ショッピング
センター内に展示等を行うサイ
バーダインスタジオを開設するな
ど、つくばに根を下ろした活動を
展開している。

一方、つくば市では、2007年
11月に「つくばチャレンジ」とい
う知能ロボットの初の公開実験を
行った。これは、つくば市中心部
の遊歩道で、ロボットが自力で
1kmを走るというもので、全国か

写真 1　筑波大学産学リエゾン共同研究センター　
　　　　CYBERDYNE 社をはじめとする筑波大学発ベンチャーの研究開発がここで

行われている。また、共同研究、ベンチャー創業のための研究を支援している。
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ら27チームが参加したものの、完走したのは筑波大学のチームを含めてわ
ずか3チームという結果となった。

ロボットは、センサーやモーター等の多数の要素が集積したものである
ため、個別にそれらの要素の開発から行っていくと、手間やコストが膨大
になってしまうという問題がある。

このため、ロボットシステムの実現に必要な要素をモジュールとして開
発し、それを市場から入手可能な状態にしていくためのプロジェクトを現
在、筑波大学産学リエゾン共同研究センター（ILC）（写真1）で支援してい
るところである。これは、上記の完走した3チームの中に入った筑波大学
の油田信一教授とソフトウエア会社の富士ソフト株式会社との共同研究に
対する支援である。

こうした事例を背景に、2009年3月には、つくば市の「ロボットの街つ
くば推進会議（座長：油田信一教授）」が提言をまとめた。これは、筑波大
学をはじめとする筑波研究学園都市内の独立行政法人研究所や企業等の有
識者が参加してまとめたもので、ロボット技術の問題等の解決を提案する
産学官ネットワークの拠点「つくばロボットソリューションセンター（仮
称）」の設立や、ロボット関連ベンチャーを集積させる「つくばハイテクパー
ク（仮称）」の整備・用地確保などが盛り込まれた。

前述のように、つくば市の研究学園駅前エリアには、CYBERDYNEの
R&Dセンターや「CYBERDYNE STUDIO（サイバーダインスタジオ）」が設置
されているほか、財団法人日本自動車研究所の模擬市街路（実験道路）や市
が管理する公園が存在する。また2010年には、つくば市の新庁舎の完成
が予定されている。提言では、新庁舎において実験的に案内・警備・清掃
等各種ロボットを活用することで、市民がロボットと触れ合う機会をつく
り、一層のロボット技術進歩を促すとしている。

◆おわりに
つくば地域では、いま、ITやロボット分野が際立って元気である。しか

し、筑波大学には、ユニークな体育科学の研究シーズや医学・バイオなど
の研究シーズもある。「地理的な集中が産業における国の競争優位をもたら
すことが多い *1」とM.ポーターも指摘している。今後、つくば地域におけ
るこれらの分野の産学連携の一層の進展が、国の競争力強化にもつながっ
ていくことが期待される。

*1：Michael E, Porter. The 
Competitive Advantage of 
Nations. 2nd ed. London, 
1998, 622p.
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◆はじめに
筑波大学では最近2年間の先端研究施設共用事業 *1 により、学内のタン

デム静電加速器実験施設（応用加速器部門）を総利用時間の20～25％の枠
内で民間の産業利用（約10課題）に供してきた。教育・研究に加えて多様
な社会貢献が大学に期待され、キャンパス外とのかかわりを積極的に深め
る時代には、大学施設の民間利用は自然の流れと思われる。民間との研究
施設共用に向けた模索と試行の現場からのリポートにより、その意義を浮
き彫りにできればと思う。

◆自主開発の先端研究施設
本実験施設は、1976年に稼働開始の12MVタンデム静電加速器および

1996年に導入された1MVタンデトロン加速器の維持管理と関連技術開発
を業務としている。前者は大まかに10年区切りで、原子核物理実験から
原子・固体物理実験へ、そして加速器質量分析を含めた地球環境研究、あ
るいは重イオン照射加工の研究へと重心が移ってきた。後者のタンデトロ
ンは物質分析の専用機として使用されているが、その一方で高速小クラス
タービームの実用加速を実現し、基礎研究に提供できる希少な設備でもあ
る。いずれの加速器も主要部品の更新と計測技術の自主開発が専任の教職
員と中心的なユーザーの計15名程度によって継続的に行われ、関連技術と
経験が継承されてきた。このことが施設共用事業を支える土台になってい
る。

◆「先端」の担い手は人材
先端研究施設とは設備本体ではなく、それにかかわる研究者と技術ス

タッフの専門知識と経験、および運営システムを含めた総合体であり、「先
端」の維持は本質的に人材が担っている。特に産業利用を含めた大部分の
ユーザーに対しては、インターフェース役のコーディネーター・支援ス
タッフのかかわり方が研究成果の成否をほぼ決定する。産業利用課題は到
達点が明確であり、そこへ最短時間で行き着くために、施設側には実験支
援の効率とスピードが求められる。産業利用課題が先端的、開発的である

工藤　博
（くどう・ひろし）
筑波大学　数理物質科学研究科
教授

規制緩和により国立大学などが所有する高額な先端研究施設を企業などが利用できるよ
うになった。民間との共用だが、利用できるのは設備本体のみならず、それにかかわる
研究者と技術スタッフの専門知識と経験、さらに運営システムを含めた総合体である。
大学の研究者にとっては、産業課題について専門的な議論を行う機会でもある。

*1：筑波大学の研究基盤総合セ
ンター応用加速器部門では、平
成 19 ～ 20 年度に文部科学省
先端研究施設共用イノベーショ
ン創出事業（産業戦略利用）を実
施し、21 年度からは継続拡大
事業としての先端研究施設共用
促進事業「マルチタンデム加速
器施設の学術・産業共用促進事
業」を推進している。

つくばの目覚め

先端研究施設を民間と共用する意義
-タンデム静電加速器
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ほど、支援スタッフを含めた全事
業スタッフ（学内の関連研究者）の
専門知識と経験に基づいた現場で
の対応が必要とされる。そこでは、
紛れもなく大学の知的財産の活用
と移転が実践されている。

◆共用事業の実際
実験課題一覧を図1に示す。こ

れらは各種の広報活動（写真1）を
通じて集まった課題であり、学内
の審査を経て採択された。課題の
内容は主にイオンビームによる分
析、加工、照射実験であるが、施
設内における放射性同位元素利用
の実験も含まれる。本実験施設は高いエネルギー領域

（100MeV程度）に至る多種イオンビームと関連計測系
を利用できる点に特徴があり、このことが外部機関・
産業利用ユーザーへの求心力になっている。実験に先
立って、ユーザー、支援スタッフ、専任の教職員等で
通常複数回のミーティングを実施し、周到な計画に基
づく実験が行われている。現在すでに5課題を終了し
成果報告書が公開もしくは公開準備中である。産業利
用への配慮として研究内容等の公開は延期可能（2年）
であり、成果の利用、知的財産権の管理、秘密保持に
関して筑波大学では本事業に関する施設利用約款を定
め施行している。

◆民間利用と理工系教育ー結びにかえて
大学の研究者にとって複数の企業の研究者と各産業利用課題について専

門的な議論を行う機会はそうあることではない。こうした情報共有の作業
を通じて産業技術の開発活動を垣間見ることは、高等理工学教育を担う者
にとって大変有益である。実際のところ、日々進歩する科学技術の基礎知
識を体系化した理工系教育カリキュラムは一定期間ごとに更新する必要に
迫られる。教員がそれを行う際に、産業技術開発の最前線の情報が有効に
反映される仕組みは重要である。大学施設の民間との共用が制度として定
着すれば、理工系教育プログラムの作成プロセスに新しい社会的視点をも
たらすことになるだろう。

写真 1　第 56 回応用物理学関係連合講演会（平成 21 年
　　　　3 月末）における本事業の広報活動：応用加速器
　　　　部門の展示

図 1　筑波大学静電加速器施設の産業利用実験課題一覧（平成 21 年 3 月末現在）

http://sangakukan.jp/journal/
64 産学官連携ジャーナル  Vol.5  No.6  2009

http://sangakukan.jp/journal/


特集　産学官連携の新たな挑戦

−−−−以前からつくばの研究機関は東京に顔を向けていて、地域としてのまとまり
がないといわれます。しかし、環境が大きく変わり、連携する必要が出てきまし
た。
後藤　つくばにはたくさんの研究所がありますが、地域内での横の連携がほとんど
進んでいなかったことは事実です。大学は待ったなしに社会貢献や地域とのかか
わりが求められ、既に動き出しています。これに対して、旧国立研究所は一部を除
いて、産学官連携に関する意識は依然として低い状況にあるようです。研究所は
各省庁直属で、個々のミッションさえこなしていれば研究資金は自然に下りてくる
といった、縦割りの最たるものでした。科学技術庁（現、文部科学省）のつくば研
究交流センターは、当初は各研究所をまとめようと意欲的でしたが、残念ながら
現在はほとんどかかわりがありません。筑波研究学園都市交流協議会（通称：筑協）
は、そうそうたるメンバーからなる立派な会ですが、一言居士が多く、対象も広範
囲過ぎて必ずしも機能的ではないようです。しかし、これに替わるものがなく、や
はり筑協にはつくばを効率よくまとめる役割を担ってほしいものです。

−−−−変化の芽は出ているのでしょうか。
後藤　各研究所を訪問して事情を聞いてみましたが、今の状況に危機感を持って
いる人は確かにいます。従来から独立行政法人産業技術総合研究所（産総研）は連
携意識が高く、競争的研究資金の獲得にも積極的な姿勢を示しています。独立行
政法人になって以来、ほかの研究機関も危機感を持って動き始めたところです。
独法化により、大学と同じように運営費交付金ですべて賄わなければならなくな
りました。交付金は、ある意味では使い勝手がいいものの、毎年 1％削減されるの
は大変なことです。独立行政法人物質・材料研究機構や独立行政法人農業・食品
産業技術総合研究機構、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構など
にも産学官連携室が設置され、皆が少しずつ縦から横を向くようになってきたと
ころです。

−−−−雰囲気が変わり始めた中で、JST イノベーションサテライト茨城がいろいろ
な働き掛けをしているのですか。
後藤　必ずしもサテライトが先頭に立っているわけではありません。茨城県と当
サテライトが主催する「茨城県コーディネーター・ネットワークシステム連絡会」
の会合を2007 年 11 月にひたちなか市で開催したのを皮切りに、こうした取り組
みに関して、県やつくば市とも協力を深めようとしています。

後藤　勝年
（ごとう・かつとし）
独立行政法人 
科学技術振興機構（JST）
イノベーションサテライト茨城
館長

つくば地域では、大学だけでなく旧国立研究所などの研究機関も徐々にお互いの連携に
関心を持ち始めている。JST イノベーションサテライト茨城の後藤勝年館長に、こうし
た変化と将来像について聞いた。
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つくばの目覚め
インタビュー　JSTイノベーションサテライト茨城館長　後藤勝年氏

研究機関、徐々に横の連携に関心

http://sangakukan.jp/journal/


特集　産学官連携の新たな挑戦

−−−−県はどこが中心となっているのですか。
後藤　企画部、商工労働部ですが、実働は商工労働部です。つくばの研究所は敷
居が高いという先入観にとらわれていたせいか、県とつくばの連絡はあまりスムー
ズではなかったのが、ここ2 ～ 3 年でその関係は良くなってきました。当サテラ
イトがかなり橋渡し的役割を果たしてきたと思います。当サテライトが開館した
時から、県から職員と科学技術コーディネーターを各 1 人ずつ派遣してもらって
います。この4 月から、県は産総研と提携し、交互に1 人ずつ職員を派遣している
ようです。

−−−− JST の役割が期待されているわけですね。
後藤　JST はさまざまな点で橋渡しのできる立場にあります。筑波大学産学リエゾ
ン共同研究センターも設立されて5 年余りたったところで、いろいろなことが動き
出して間もない状態です。県もつくば市も当サテライトに気軽に相談に来られる
ようになりました。

−−−− JST イノベーションサテライト茨城の取り組みは ?
後藤　当サテライトの役割の1 つは、地域イノベーション創出のためのプロジェク
トを推進することです。とにかく研究プロジェクトの内容を説明し、良い研究に
は資金を提供し、社会に役立つ成果を挙げてもらうことが重要です。JST は特に中
小企業側に名前が知られていなかったのですが、しっかり宣伝した結果、最近少
しずつ名前が浸透してきました。シーズ発掘試験などは件数も多く、シーズ（研究
成果）が数多く蓄積してきました。次に、これらシーズをいかに地域の企業に効率
よく売り込み、ニーズとのマッチングを図るかが問題で、力を注いでいきたいと
ころです。

−−−−つくばエクスプレス（TX）ができたことは画期的なことですね。
後藤　首都圏が近くなって便利なこともあり、TX 沿線には人が集まってきました。
関心は持たれていますが、いまだ企業の進出は少なくて残念です。首都圏に近い
割には土地の値段が安く、気候も比較的良く、来年茨城空港も開港します。圏央
道の建設も着々と進み、将来は成田空港とも高速道路でつながります。

−−−−都心から来るのが便利というのは、逆に東京志向が強まるのではないですか。
後藤　それは一理あり、現実的にもそれは否定できません。つくばは、TX 開通以
前は、つくば万博以来の高速バス以外に公的交通機関のない「陸の孤島」でした。
大きな変化の1 つとしては、筑波大学の人の流れが変わったことでしょう。首都
圏の学生が増え、1 時間で通える首都圏大学となり、偏差値も上がっているよう
です。つくば市は20 年前に6 町村が合併してできた都市でした。旧町村役場庁舎
に分散していた市役所の機能も、TX 研究学園駅前に間もなく完成する新庁舎に集
約されます。また、同駅前の巨大なショッピングセンター内には筑波大発のベン
チャー「CYBERDYNE 株式会社」の「CYBERDYNE STUDIO（サイバーダインスタジ
オ）」がオープンしました。つくば市は人口も増えており、名実共に申し分ない国
際都市に成長するものと思います。

聞き手・本文構成：登坂 和洋（本誌編集長）
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連 載

工学部離れは本当か？（前編）

「工学部離れ」という錯覚
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いつからか新聞、雑誌でしばしばみられるようになった「工学部離れ」という言葉。関
係者だけでなく、社会の一般的見解になりつつあるが、なぜそうした論議が展開される
のか。そして、そもそも本当にそうした「工学部離れ」は起きているのか。

◆まん延する「工学部離れ」言説とそのロジック
新聞や雑誌などの報道で「高校生の工学部離れが進んでいる」との言説をし

ばしば目にするようになった。ビジネス雑誌『日経ビジネス』の2008年8月
18日号は「さらば工学部」という特集を組み「いまやすっかり不人気学部」に
なった工学部の実態と大学側が取り組む対応策を紹介している。また、河合塾
が発行している進学情報誌『Guideline』が2006年9月に取り上げたテーマは、
まさに「受験生の工学部離れを検証する」。同じ内容の新聞記事を探すのも労
を要することではなく、例えば、2008年1月28日の日本経済新聞（朝刊）に
は、次のような記事が掲載されていた。

日本は1947～49年生まれの「団塊の世代」が60歳定年退職期を迎
える一方、少子化や若者の「理工系離れ」で将来を担う新卒技術者の
確保が難しくなっている。かつては「花形」だった工学部の志願者数
は2007年の入試で30万人を割り込み、ピークの1992年の半分以下
となり、技術者不足が深刻になっている。

このような議論は枚挙にいとまがない。「工学部離れ」という用語をYahoo! 
Japanで検索すれば、ヒット件数は29,600件にものぼり、試みに検索した

「経済学部離れ」のヒット数2件とは、大きくかけ離れた数値を示す（検索日：
2009年4月3日）。

いまや「工学部離れ」は、関係者のみならず、社会の一般的見解になりつつ
あるようだ。そしてこれら「工
学部離れ」を扱った論議を管見
すれば、おおよそ次のようなロ
ジック、もしくはその一部に焦
点をあてたものになっている（図
表1）。すなわち、第1に工学部
志願者減少の実態を確認する。
そして第2に、理数系嫌いや長
引く不景気による資格志向の高
まり、そしてそれに伴う医療系
人気などが、その背景にあるこ
とが指摘される。その上で第3
に科学技術立国の危機に対する

濱中　淳子
（はまなか・じゅんこ）
独立行政法人　大学入試センター
研究開発部　助教

図表1　「工学部離れ」論議のロジック
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懸念が示され、第4に大学（工学部）側が取り組んでいる対策の事例、例えば出
前授業による高校生の興味の喚起や組織の改編、名称変更、ならびに地方での
受験機会の提供などが紹介される。

◆3つの疑問点
なるほど、わかりやすい構図ではあるが、ただこのロジックには危うさが含

まれているように思われる。3つほど指摘しておきたい。
1つは、この議論の大前提である “現状＝「工学部離れ」が起きている” とい

う認識はそもそも妥当なのか、というものである。というのは「工学部離れ」
を人数で語ることには、問題があるように思われるからだ。周知のように、
1990年代前半から18歳人口は急激に減少している。工学部志願者の減少もこ
うした総数の動向を受けて生じただけのことかも知れず、だとすれば「工学部
離

・

れ
・

」という次元の問題ではないことになる。
2つ目は、性別を考慮してデータをみた方がいいのではないか、という疑問

である。大学進学をめぐる昨今の大きな特質の1つは、女子学生の増加にある。
医療系人気も、女子進学者の増加によって目立つようになったことなのかもし
れない。

そして第3の疑問は、高校生の進路選択について、いま少し違った観点から
検討する必要もあるのではないかということである。資格志向が「工学部離れ」
の背景にあるというが、その影響にも限界があろう。また、工学部であれば、
第二次産業の状況との関連からも進学動向を検討する必要があるだろうし、こ
うした就職問題だけでなく、入学のしやすさといった入り口部分との関連で理
解する視点も重要であるはずだ。

常識になりつつある一方で、十分に検証されたわけでもない「工学部離れ」
言説。今回の連載では、いくつかのデータを紹介しながら、工学部が置かれて
いる現状について、いま少し異なった見方を提示してみようと思う。今回の残
りの部分では、そもそも「工学部離れ」が起きているという判断には再考の余
地があるということ。この点について議論することにしたい。

◆「工学部離れ」が起きているとは言い切れない
「工学部離れ」言説の主な根拠
になっているのは、引用した新
聞記事にもあるように、ここ十
数年ほどの工学系志願者数の推
移である。図表2に、文部科学
省『学校基本調査報告書』を用い
て、1990年以降の工学系学部

（「工学部」と「理工学部」を足し
合わせたもの）に志願したもの
の延べ数の推移を示した *1。90
年代前半までは80万人を超えて
いた志願者数も、90年代末には
70万人を切り、いまやその値は
50万人以下にまで減っている。
確かに、大幅な低下が確認され 図表2　工学系学部志願者数の推移

*1：特に断らない限り「工学系
学部」について、これら2つ（工
学部と理工学部）を足し合わせ
たものを指すことにしたい。分
析の煩雑さを取り除くための便
宜上の方法であり、工学系であ
りながらも、ほかの名称が付い
ている学部（例えば「総合情報学
部」のような名称が付いている
学部）を含めなかったことによ
る限界があることには留意して
いただきたい。
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る。
しかしながら「工学部離れ」を

検証するにあたって、志願者数
という人数のみを指標に用いた
分析、さらには性別を考慮しな
い分析では不十分であることは
先にも述べたとおりである。そ
こで「全大学進学志願者に占め
る工学系学部志願者の比率」の
推移を男女別にみることによっ
て、工学系学部の志願状況を見
直してみることにしたい。図表
3は、その結果を示したもので
ある。なお、比較対象として、
社会科学系の中心的存在である
経済系学部の状況も加え、タイ
ムスパンもやや長めに取った。

この図表をみて明らかなのは、比率という指標で実態をみれば、「工学部離
れ」という現象はみえてこないということである。男子の推移でみれば、そ
の最たる特質は「低下」にではなく「波を打っている」点にある。1970年から
2006年までの37年の間に、山は3つほど存在しており、現在の比率が最低と
いうわけではない。現在よりも、80年前後の方が「悪い」状況だったという興
味深い結果もうかがえる。女子に至っては、90年代以降に徐々に数値が上昇
し「ほとんど志願しない状況」から脱しつつある。さらに言えば、志願者離れ
が騒がれている工学系学部よりも、むしろ経済学部の方が深刻な状況を抱えて
いるようにもみえる。90年前後に男子大学志願者の2割が進学を希望してい
た経済学部だったが、それ以降、比率は低下の一途を示し、いまやその数値は
13.4%まで落ち込んでいる。

こうしたデータをみる限り「工学部離れ」が起きているとは言い切れない。
少なくとも、大学進学志願者という集団の中で、工学系学部人気が特に下がっ
ている、下がり続けているという気配は見いだされない。そして現在でも、男
子大学進学志願者の5人に1人（20%）が工学系学部への進学を志願しているの
である。志願者数が減っているという事実のインパクトは大きいかもしれな
い。しかし、そのインパクトに惑わされ過ぎた現状理解は危険である。

さて、連載後半である次回は、高校生の進路選択という側面から「工学部離
れ」言説を再検証することにしたい。波打つ工学部志願者比率。図表3でみた
この変化を理解するためにも、進路選択の実態を検討しておくことは必要だ。
資格志向の実態とその影響。第二次産業の状況と進路選択の関係。そして、入
学のしやすさといった入り口部分の検討からみえてくるもの。こうした側面か
らの分析を加えることによって、工学系学部が直面している状況を示していく
ことにしたい。

図表3　全大学進学志願者に占める工学系学部・経済学部志願者比率の推移
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特許を取るには事前先行技術調査が必要
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発明について特許を出願するかどうかを決める前に、調査が必要になる。同じ分野の出
願されている特許を調べると、特許になるかどうかがよくわかる。その調査の方法、ポ
イントを解説する。

◆特許調査の目的
プロジェクトの企画、新規分野への研究開発を開始する場合、他社がどんな

特許を保有しているか、自社保有特許との優位性比較等のために、技術評価に
加えて特許調査をする必要性が生じる。業界内での位置付け、強みと弱み、将
来の研究開発の方向付けといった各種データは、十分な特許調査によって明ら
かになる。

発明を出願するかどうかを決める場合も、出願前にその特許性を調査するこ
とが必要になる。特定技術分野に既に出願されている特許を調査すると、出願
に価するか、特許になるかどうかがかなり明確に分かる。

設備投資して事業化する場合にも特許調査が必要になる。上市品や製造方法
が他社の特許に抵触すると実施料の支払いが必要になるばかりか、最悪事業化
そのものが不可能になるので、十分な特許調査が必要だ。

なお、邪魔になる特許があっても経営的にメリットが大きければ、その特許
が無効化できるかどうか、実施権を入手するとしても実施料の低減化を図るた
めに特許性を否定または低下させるような公知文献を調査することもある。

特許調査はこのようなときに行われるものであり、企業の経営上、時には死
活問題となる。調査上の注意点を上げるとすれば、次のようになるだろう。

①他社が先行している分野
　・他社が既に築き上げた特許網を十分調査せずに、またこの特許網を無視

した研究開発戦略を立てることはできない。
　・特に研究開発が済んでから「実は邪魔になる他社の特許があった」とい

うことになれば、R&D推進者の資質が問われ
る。

②自社が先行している分野
　・有望な市場ほど、他社の進出意欲も強い。自社

の特許網が実質的に効力を失わないよう、常に
他社出願の動向を把握しておく必要がある。

◆特許調査の方法
（1）データベース

古くは、特許庁の資料室に行き “手めくり” で目的と
する特許公報を探していたものだが、現在では国際特
許分類（IPC分類）、国内特許分類（FI、Fターム）、技

秋葉　恵一郎
（あきば・けいいちろう）
東京工業大学　グローバルCOE
コーディネーター／志賀国際特
許事務所　調査部／元 住友化学
株式会社　知的財産担当部長／
技術士（化学部門）

*1：https://www.jpo.go.jp/
sh i ryou/s_sonota/map/
kikai06/4/4-3.htm

図1　特許情報へのアクセスツールと特許資料 *1
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術キーワードや出願人名、発明者名を指定し、特
許データベースを用いてパソコンからリアルタイ
ムで各種特許情報を入手できるようになった（図1、
2）。アクセスできる代表的な特許データベースは、
株式会社パトリスが提供している “PATOLIS” デー
タ（有料）、株式会社NRIサイバーパテントが提供
しているデータ（有料）、特許庁が提供している特
許電子図書館（IPDL）の各種データ（無料）だ。

前述したように特許出願は原則、出願日から1
年6カ月経過後に公開されるので、世界的に標準
化された書誌事項や要約を記載したフロントペー
ジ、クレーム、図面や実施例が記載された明細書
本文を手軽に見ることができる。IPC分類、FI・F
ターム分類の詳細は、IPDLの「特許・実用新案検索」欄の “パテントマップガイ
ダンス”によって詳しく調べることができる。
（2）特許分類

IPC分類（1件の特許に発明の範囲の広がり方に応じて1つないし複数付与さ
れる）は国際的に統一された技術分類で、CD-ROM公報、特許公報（紙）、分類
索引、PATOLIS、NRIサイバーパテントが提供しているほとんどの特許データ
ベースについて利用できる。また体系化された分類構造を有しているので、目
的の情報に比較的迷わずに到達でき、非常に便利である。

FI（File Index）は特許庁内の審査官のサーチファイルの編成に用いている分類
で、IPC分類を日本独自のFターム分類につなげるべく細展開したものである。

IPCおよびFIは図3のようにセクション、クラス、サブクラス、グループと
呼ばれる階層構造を有しており、それぞれ下位に細展開している。
「焼却炉技術」を例に挙げると、同技術はセクション
F（機関またはポンプ）のF23G 5/00「廃棄物の焼却」
に分類され、さらにFIの下位のA（分冊識別記号とい
う）に分類される。

Fタームは、特許庁審査官の審査に用いる先行技術
検索のために開発されたもので、約2,200の技術分
野について記号が付与されている。Fタームは、FIの
展開では特許文献の絞り込みが不十分なものについ
て、概念としては重複する部分もあるが、技術内容
や応用分野について多面的かつ横断的に細分化した
ものである。

IPCやFIとFタームを組み合わせて検索に用いると、
探すべき文献の絞り込みが容易になり、またキーワー
ドを組み合わせるとさらに目的文献を探しやすくなる。

前述の「焼却炉技術」の場合 “テーマコード（図4：特許庁により独
自に区分された技術範囲）” 3K061（廃棄物の焼却（1））に該当する。
この技術は、FIのF23G5/00、F23G7/00の細展開に入り「焼却炉の
形式」によって、さらに下位展開の分類が付与されている。通常、公
開公報にはこれ以上下位に分類されないところの分類が付与されて
いる（ラスト・プレイス・ルール）。

図2　日本特許庁の特許調査用提供サービスの例（IPDL）

図3　FI分類の例 *1

図4　Fターム分類の例 *1
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（3）調査情報の解析
実際の特許情報調査は、おおむね次の手順で実施することになる。
①調査依頼元の調査ニーズの聴取
②調査対象となる技術・製品、対象国、調査年月の特定
③調査対象資料（データベース）の選定
④特許分類・技術キーワードを組み合わせた検索、抽出、資料の取り寄せ
⑤抽出資料の検討
⑥依頼元の調査ニーズに適合する解析・解説作成
⑦調査結果の報告
調査のニーズが、例えば「10億分の1メートル単位の超微細技術であるホッ

トな競争分野 “ナノテクノロジー” でどのような分野の出願がどれだけ出ている
かを見たい」というのであれば、直近の1年間を指定して、FI分類等の特定に
より出願数をはじき出す。そして、ナノテクノロジー関連 “特許分類別・出願
数推移グラフ”（図5）を作成すればよい。
ナノ構造材料や電子デバイス関連の特
許出願が突出して多いことが分かるグ
ラフとなる。
“自社がどこを狙うか” までは分からな

いとしても、今後どのような追加詳細
調査を行っていくかその辺の “あたり”
をつけたり、またナノテクノロジーを
俯瞰（ふかん）する有用な情報になり得
る。さらに、自社の研究開発データと
あわせることでR&D方針の方向性検討
資料として有用な情報になり得る。

また、調査のニーズが、例えば「近
年目を見張る進歩が見られる再生医療
分野で、どの会社が活発に研究しているか」ということならば、FI分
類のうちバイオ、再生医療分類、特にA61K27/00（補綴または補綴用
品のコーティングのための材料）の中で出願人名を特定して特許出願
件数を調べれば、国内企業の「再生医療関連」特許出願件数（表1）のラ
ンキングが分かる。ウェブ上、新聞紙上でVB（ベンチャービジネス）
の活躍が報じられているが、特許出願件数の統計からは大手企業の研
究開発活動がかなり活発であることが分かる。

（本連載は今回で終わります）

（謝辞）
本稿の執筆に際しては、志賀国際特許事務所　柳井則子弁理士より

資料の提供、助言およびご協力いただいたことをこの場を借りてお礼
申し上げます。

【参考図書】
産業財産権標準テキスト（特許編：第6版）．工業所有権情報・研修館．社団

法人発明協会．

図5　ナノテクノロジーに関する“特許分類別・出願数推移” *2

表1　国内企業の「再生医療関連」特許出願
 件数

*2：http://www.nanonet.
go . jp/ japanese/patent/
images/g200701a.gif
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「高度技術経営塾」で博士に実務応用力と人間力を養成
人間理解とコミュニケーション力磨く合宿研修

連載　「わかる・できる・うごける」博士の育成（前編）
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自然科学分野の博士人材に大学等の研究職以外の多様な分野でも活躍してもらうため、
東北大学では高度技術経営人財キャリアセンターの中に「高度技術経営塾」を設置して
いる。企業などで通用する実務応用力と、状況の変化に対応しリーダーシップを発揮で
きる人間力を磨くのが目的だ。

東北大学は、博士人材キャリアパス支援システムの1つとして、平成18年
度「高度技術経営人財キャリアセンター」を設置し、その中に「高度技術経営塾」
と「キャリアアップ相談室」を置いた（表1）。高度技術経営塾の目的は、社会で
活躍できる人材の育成で「わかる・できる・うごける」がキャッチフレーズだ。
博士に付加価値をつけて社会に送り出すため「実務応用力」と、状況に応じて
リーダーシップを発揮できる「人間力」に重点を置いた教育を行っている。
「実務応用力」のうち、プロジェクトマネジメントや技術経営実践については、
日本プロジェクトマネジメント協会および社団法人企業研究会と講座内容や講
師派遣等で連携している。また「人間力」および新事業企画については、人間
理解やカウンセリング・感受性訓練の分野で長年活躍してきた専門家や、企業
の経営者・役員・部長（含むOB）および弁理士等に講師として協力をお願いし
ている *1。

演習では、可能な限り専門分野の異なるメンバーでの論議となるよう、毎回
グループ編成を変更している。この方法が約10カ月間継続されるため、塾生
間の異分野融合が自然な形で進むシステムだ。

といっても、実際はそんなに簡単なことではない。毎年開講後まもなくのグ
ループ討議は、時間を掛けてもなかなかまとまらない。なぜなら、塾生は担当
分野のことには詳しいが、各自の専門分野が大きく異なるからである。専門は
ナノテクノロジーの研究から・歯周病・惑星オーロラ・行動医学・生態工学・
バイオ工学・金属材料・ロボット工学・化学工学・細胞生物学・機械システム
デザイン・電子工学・物理・文化人類学等々幅広い。

渡辺　幸男
（わたなべ・ゆきお）
東北大学高度技術経営塾長
特任教授

*1：これまで講師として、ブリ
ヂストン・日産自動車・キヤノ
ン・東芝・花王・味の素・三井
造船・NEC等、一流企業の役員
や人事部長および研究開発部門
の部長（含むOB）など、経験豊
富な実務者を招聘（しょうへい）
している。

表1　高度技術経営塾の概要
●塾の定員は30名。合宿研修を除き毎週1回3時間ずつの「気付き」を中心とした

少人数教育。「わかる・できる・うごける」人間力育成を重視しているため、グ
ループ演習を多く取り入れている。講座終了後には宿題が毎回出され、1週間以
内のレポート提出が求められる。

●入塾資格は、博士課程後期院生およびポスドク等の若手研究者。本学だけでなく
他大学からも応募できる。塾生の出身学科も、理・医・歯・薬・工・農・生命
科学・医工学・加齢医学研究所・電気通信研究所・多元物質科学研究所・学際
科学高等研究センター・経済学等の学科にまたがっており、文系の一部を除き、
理系のほとんどの学科から入塾している。
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従って、自分の意見は主張するが、異なる分野の人の
発言をなかなか理解できないため、グループ討議をして
も、議論がかみ合わない状況が頻繁に生じる。発言者に
対し「どうしてそんなことを言うのか。訳が分からない」
といったけげんな表情が多く、発言も少なく論議は盛り
上がりに欠ける状態が続く。

これを解決する大きな起爆剤になっているのが「人間
理解とコミュニケーション力の向上」を狙った合宿研修
である。入塾約1カ月後と半年後の2回（各1泊2日）、
人里離れた国立青少年自然の家等を利用している。1回
目は人間理解の重要性とコミュニケーションの本質を理
解するのが狙い。EQ（Emotional Intelligence Quotient：
感情知能）など行動特性の診断と解説のほか、一切会話
やジェスチャーを禁止された条件の下でグループ作業を
行い、完成する速さを競う「ノンバーバル・コミュニケー
ション演習」（写真1）や、2人がペアになり、1人が目隠
し、ほかの人がその人をリードして、30分ずつ交代しな
がら起伏に富んだ広場や森を歩き回り、五感を通して相
手への思いやりやいろいろなことに気付く「ブラインド
ウォーク」（写真2）等の体験学習を行う。

第2回目は半年経過後にフォローも兼ねて実施する。
集団作業の演習では、自集団だけでなく、ほかの集団と
も連携を取らなければ解決できない課題を出し、徹底し
たグループ討議を通じ小集団および集団間におけるコ
ミュニケーションの取り方を、体験学習を通して学習さ
せる。この2回の合宿研修は塾生に大変好評である（表2）。

前述の2度の合宿研修の成果に加え、継続的な塾活動で各講師やほかの塾生
から受ける影響も大きい。さらに希望者に対しては塾長による個別面談も行
う。こうした積み重ねにより、総合演習を実施する11月を過ぎたころから、
状況は目に見える形で変わり始める。専門性は高いがコミュニケーション能力
に乏しくチームワークが下手だといわれる博士が、多様性を認めることができ
るようになる。自分とは異なる見解にも耳を傾け、率直に意見を述べ合い、コ
ミュニケーションが取れるように変ぼうしていくのは驚きというほかない。

写真1　ノンバーバル・コミュニケーション演習の様子

写真2　ブラインドウォークの体験

表2　合宿研修についての塾生のレポートから
・自分や相手のことを、ここまでまじめに考え分析したことはなかった。今まで経

験したことのない大きな刺激を受けた。
・これまで自分のことだけで、周囲や他人のことをあまり考えずに行動してきたこ

とに気付かされた。
・これまで、もやもやしていたほかの塾生に対する感情が、たった2日間の合宿で

払拭（ふっしょく）され、率直にものが言えるようになった。
・言葉以上に表情や態度がどれほど大事か理解できた。ノンバーバル・コミュニ

ケーションの重要性に気が付いた。
・自分のグループのことだけを考えがちだが、一段上の視野に立って考えないと、

集団間ではコミュニケーションが取れず、物事が進まないことを実感した。
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カリキュラム最終の総合演習では、塾生の論議は非常に活発で大きな盛り上
がりを見せる。状況の変化に合わせ適任と思う人間が交代でリーダーシップを
取り、チームをリードしていく。塾以外の時間帯にも、各グループで自主的に
集まり論議を重ねるケースも多く見られる。入塾当時からは格段の進歩であ
る。

塾生が入塾前と卒塾時でどう変化をしたか。「卒塾レポート」や「卒塾時の授
業評価アンケート」で、次のような意見が寄せられている。

・これまで、とかく自分の立場からのみ、ものを見て判断していたが、塾に
参加し異分野博士との論議によって多様な考え方があることが分かり、相
手の立場や一段上から俯瞰（ふかん）してものを考えるようになった。

・これまで大学と研究室しか知らなかったので、企業に就職することに不安
と躊躇（ちゅうちょ）があったが、いろいろな話を聞いて、自分でも実社
会で仕事をやっていけるという自信が付いた。

・苦手だった対人関係やコミュニケーションの取り方、リーダーシップ等に
自信が付き、ものの見方や態度・行動が変わった。

・塾活動を通じ、多くの信頼できる仲間ができた。

http://sangakukan.jp/journal/
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オリジナリティーを
育てるには

★インタビューさせていただいた堀場製作所の堀場雅夫最高顧問の「日本人は、
感動した際に出る、神経伝達物質を受ける受容体が、アングロサクソンに比べて
25分の1の人にしかない」というお話は大変印象的でした。ベンチャー精神を持っ
た人が、国民の2％くらいということで、さもありなんという感じです。その2％
の人のオリジナリティーを尊重し、みんなで応援できるような社会の仕組みをど
う築いていけばいいのか。小さい時からの教育で養っていくことが鍵でしょうか。
意識が変われば、小中高生のイジメも減ることは必至と思います。

 東京医科歯科大学保有の特許に抗ウイルスマスクがあり、ライセンス収入の増
額が見込まれています。でも、一日も早く終息してもらいたい新型インフルエン
ザです。 (編集委員・前田 裕子）

  地域ごとに多様な
  産学官連携

★今年の4月1日から、大分大学から群馬大学に転籍しました。産学官連携にか
かわる教員の異動はかなり珍しいかもしれません。工業出荷高の大半を誘致した
企業の工場で担っている大分と、明治期の織物産業に端を発した電気あるいは機
械等の地場企業の集積地である群馬とでは産業構造に大きな違いがあり、地域の
産学官連携の構造もかなり異なっていると感じています。地方の産学官連携は東
京から見たら皆、同じに見えると思いますが、実際は、地域によってかなり連携
の構造が違います。そういった地域産学官連携の多様性、あるいは豊かな可能性
を感じさせるような情報の発信に貢献できたらと考えています。
 （編集委員・伊藤 正実）

中小企業再評価の背景

★東京都大田区の製造業を取材していた時、ある大企業の技術者がこの地域の
中小企業を1軒1軒回っているという話を聞いた。優れた技術、独創的な発想を
持った企業との協力関係を再構築するのが狙いではないか、ということだった。
大手企業は1980年代後半から工場の一部を海外に移し、国内では研究開発およ
び製造にかかわるヒトの合理化を進めてきた。中央研究所時代の終焉（しゅうえ
ん）も以前から指摘されている。その結果、足腰が弱体化し、中小企業の技術力
を再評価し頼らざるを得なくなってきている。これもオープンイノベーションな
のだろうか。今月号の特集の中でオープンイノベーションも取り上げたが、バス
に乗り遅れるな、という流行にはしたくない。 （編集長・登坂 和洋）
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2009年
5月号　Vol.5 No.5 2009
　　　育て新人　コンテンツ産業新潮流
4月号　Vol.5 No.4 2009
　　1：熱い「水」技術とビジネスの課題 
　　2：ものづくり東京・大田区
3月号　Vol.5 No.3 2009
　　　農の力 食の夢
2月号　Vol.5 No.2 2009
　　　独創技術　事業化への苦闘と陶酔
1月号　Vol.5 No.1 2009
　　　一極集中を打ち破れ　「愛」と「技術」が地域を救う

2008年
12月号　Vol.4 No.12 2008
　　　海外クラスターと交流
11月号　Vol.4 No.11 2008
　　　強いデザイン　新発想で課題解決
10月号　Vol.4 No.10 2008
　　　なぜ海外？企業の研究投資
9月号　Vol.4 No.9 2008
　　　ベンチャーの法則
8月号　Vol.4 No.8 2008
　　　食料供給と技術
7月号　Vol.4 No.7 2008
　　　連携・統合から探る明日の大学
6月号　Vol.4 No.6 2008
　　　科学で地域を元気にする。
5月号　Vol.4 No.5 2008
　　　自然エネルギー
4月号　Vol.4 No.4 2008
　　　キャリアパス多様化
3月号　Vol.4 No.3 2008
　　　医療・福祉の地域産学官ネットワーク
2月号　Vol.4 No.2 2008
　　　人文社会科学系の産学官連携
1月号　Vol.4 No.1 2008
　　1：人材を問う　今のままで産学連携を担えるのか
　　2：中小企業とイノベーション

バックナンバー　　　タイトル一覧
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2007年
12月号　Vol.3 No.12 2007
　　1：共有知的財産権の不実施補償
　　2：八尾のものづくり
11月号　Vol.3 No.11 2007
　　　中小企業の技術・経営をお手伝い
10月号　Vol.3 No.10 2007
　　　大学発ベンチャーの株式公開
9月号　Vol.3 No.9 2007
　　　東海地域クラスター
8月号　Vol.3 No.8 2007
　　　「新技術説明会」を見逃せないワケ
7月号　Vol.3 No.7 2007
　　　公設試験研究機関への期待
6月号　Vol.3 No.6 2007
　　　大学の知的財産本部
5月号　Vol.3 No.5 2007
　　　国立高等専門学校と産学連携
4月号　Vol.3 No.4 2007
　　　コーディネータの責任と権限

2006年
12月号　Vol.2 No.12 2006
　　　国立大学法人化後の大学の産学連携推進体制　−東北大学の場合−
11月号　Vol.2 No.11 2006
　　　TLO 再考
10月号　Vol.2 No.10 2006
　　　「都市エリア」函館の挑戦
9月号　Vol.2 No.9 2006
　　1：動き始めた諏訪地域−自主自立と連携協調の融合へ−
　　2：金融機関と大学との産学金官連携例
　　　　  環境にやさしい機能水 "Juju" −金属加工のオイルフリーに挑戦−
8月号　Vol.2 No.8 2006
　　　マーケット志向の産学連携−東北地域の事例から−
7月号　Vol.2 No.7 2006
　　　中国地域産業クラスター
　　　　第Ⅱ期産業クラスター計画における同計画の具体的達成のために
6月号　Vol.2 No.6 2006
　　　国立大学法人化後の大学最前線
5月号　Vol.2 No.5 2006
　　　北海道発、海外に飛ぶベンチャー
4月号　Vol.2 No.4 2006
　　1：第 3 期科学技術基本計画における文部科学省の産学官連携施策について
　　2：第 3 期科学技術基本計画を踏まえた今後の産学連携施策について
3月号　Vol.2 No.3 2006
　　　地域クラスター＜大阪府・バイオ編＞
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2月号　Vol.2 No.2 2006
　　　ヒット商品を生んだ産学連携
1月号　Vol.2 No.1 2006
　　　地域クラスター＜北海道編＞

2005年
12月号　Vol.1 No.12 2005
　　1：地域クラスター＜静岡県・浜松編＞
　　2：ベンチャー起業の若手に聞く
　　　　  目標達成の一つの手段　−大学発ベンチャーで成功者になれるのか−
11月号　Vol.1 No.11 2005
　　1：TAMA クラスターの新展開　−「産学官＋金融」を中心に−
　　2：ベンチャー起業の若手に聞く
　　　　  大学生のうちに一度は起業！　−それは最もローリスクなチャレンジである−
10月号　Vol.1 No.10 2005
　　　信州大学の産学官連携推進体制と地域クラスター形成
9月号　Vol.1 No.9 2005
　　　ベンチャー起業の若手に聞く
　　　　若手スタッフが見るベンチャーの実情
8月号　Vol.1 No.8 2005
　　　九州シリコン・クラスター計画
　　　　−広域産学官連携と頭脳拠点形成に向けて−
7月号　Vol.1 No.7 2005
　　　ベンチャー起業の若手に聞く
　　　　ベンチャー設立の門をたたけ！　−バイオ系ベンチャー　サインポストの事例−
6月号　Vol.1 No.6 2005
　　　研究者発ベンチャーは難しいことではない
　　　　−「軽量経営」のススメ−
5月号　Vol.1 No.5 2005
　　　産業クラスター計画発足から今日までの経緯
4月号　Vol.1 No.4 2005
　　　産学官連携による技術革新とベンチャー企業育成の促進
3月号　Vol.1 No.3 2005
　　1：地域活性化と産学官連携
　　2：変革期の産学官連携について：女性とリーダーシップ
2月号　Vol.1 No.2 2005
　　　「ファイナンス」の立場から見た産学官連携と地域イノベーションの展開方向
1月号（創刊号）　Vol.1 No.1 2005
　　1：コーディネータにおける “熟練” の本質
　　2：徳島産学官連携 20 年

バックナンバー　　　タイトル一覧特集
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